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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　磁性体部および該磁性体部に埋設されてなるコイル状の導体部を含む素体と、該素体の
外表面に設けられる１対の外部電極とを含み、該素体の外表面がコイルの中心軸に対して
平行な実装面を有する、コイル部品であって、
　前記磁性体部は、前記中心軸に対して平行な方向に順次位置する第１部分、第２部分お
よび第３部分を含み、前記第２部分は前記導体部の巻回部分の少なくとも一部を埋設し、
　前記第１部分および前記第３部分は、ガラスおよびフェライトを含有し、かつフェライ
トの含有量が４０体積％以上であり、前記第２部分は、ガラスおよびフェライトを含有し
、かつフェライトの含有量が前記第１部分および前記第３部分におけるフェライトの含有
量より少なく、
　前記第１部分および前記第３部分がそれぞれ、前記実装面において外部電極に覆われて
いる被覆領域と、外部電極に覆われていない露出領域とを有し、
　前記中心軸に対して平行な方向における前記露出領域の幅が、前記中心軸と交わる前記
素体の両端面間の長さに対して３５％以下である、コイル部品。
コイル部品。
【請求項２】
　前記第２部分におけるフェライト含有量が３０体積％未満である、請求項１に記載のコ
イル部品。
【請求項３】
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　前記第１部分および前記第３部分は前記導体部の引き出し部分の少なくとも一部を埋設
する、請求項１または２に記載のコイル部品。
【請求項４】
　前記磁性体部が、前記第１部分を挟んで前記第２部分と対向する第４部分と、前記第３
部分を挟んで前記第２部分と対向する第５部分を更に含み、
　前記第４部分および前記第５部分は前記引き出し部分の少なくとも一部を埋設し、
　前記第４部分および第５部分は、ガラスおよびフェライトを含有し、かつフェライトの
含有量が前記第１部分および前記第３部分におけるフェライトの含有量より少ない、請求
項１～３のいずれか１項に記載のコイル部品。
【請求項５】
　前記第４部分および／または前記第５部分におけるフェライト含有量が３０体積％未満
である、請求項４に記載のコイル部品。
【請求項６】
　前記第１部分および前記第３部分が、前記巻回部分の一部を埋設する、請求項１～５の
いずれか１項に記載のコイル部品。
【請求項７】
　前記１対の外部電極の一方が、前記中心軸と交わる前記素体の一方の端面に設けられ、
かつ該端面に接する前記素体の４つの面の一部に延在し、
　前記１対の外部電極の他方が、前記中心軸と交わる前記素体の他方の端面に設けられ、
かつ該端面に接する前記素体の４つの面の一部に延在し、
　前記導体部の両端は、前記中心軸と交わる素体の両端面において、前記１対の外部電極
とそれぞれ接続する、請求項１～６のいずれか１項に記載のコイル部品。
【請求項８】
　前記１対の外部電極の一方が、前記中心軸と交わる前記素体の一方の端面に設けられ、
かつ該端面に接する前記実装面の一部に延在し、
　前記１対の外部電極の他方が、前記中心軸と交わる前記素体の他方の端面に設けられ、
かつ該端面に接する前記実装面の一部に延在し、
　前記導体部の両端は、前記中心軸と交わる素体の両端面において、前記１対の外部電極
とそれぞれ接続する、請求項１～６のいずれか１項に記載のコイル部品。
【請求項９】
　前記１対の外部電極が、前記実装面にそれぞれ設けられ、
　前記導体部の両端は、前記実装面において、前記１対の外部電極とそれぞれ接続する、
請求項１～６のいずれか１項に記載のコイル部品。
【請求項１０】
　磁性体部および該磁性体部に埋設されてなるコイル状の導体部を含む素体と、該素体の
外表面に設けられる１対の外部電極とを含むコイル部品の製造方法であって、
　ガラスおよびフェライトを含み、かつフェライトの含有量が４０体積％以上である第１
の混合物と、ガラスおよびフェライトを含み、かつフェライトの含有量が前記第１の混合
物よりも少ない第２の混合物とを調製すること、
　前記第１の混合物を成型して第１のシートを形成すること、
　前記第２の混合物を成型して第２のシートを形成すること、
　前記第２のシートに導体ペーストを適用して導体パターンを形成すること、
　前記導体パターンが形成された第２のシートを、前記第２のシートを貫通するビアホー
ルに充填された導体ペーストを介して前記導体パターンがコイル状に相互接続されるよう
に積層し、更に、前記第１のシートを、該第１のシートを貫通するビアホールに充填され
た導体ペーストが前記導体パターンと接続するように上下に積層して、積層体を形成する
こと、
　前記積層体を焼成して、素体を得ることであって、該素体の外表面はコイルの中心軸に
対して平行な実装面を有し、前記素体の磁性体部は、前記中心軸に対して平行な方向に順
次位置する第１部分、第２部分および第３部分を含み、前記第１部分および前記第３部分
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は前記第１のシートを焼成することによって得られ、前記第２部分は前記第１のシートを
焼成することによって得られる、こと、ならびに
　前記素体の外表面に、前記第１部分および前記第３部分の実装面の各々一部を覆い、前
記中心軸に対して平行な方向における露出領域の幅が、前記中心軸と交わる前記素体の両
端面間の長さに対して３５％以下となるように外部電極ペーストを適用し、焼き付けるこ
とにより、前記素体の外表面に外部電極を形成し、前記露出領域は、前記第１部分および
前記第３部分がそれぞれ前記実装面において前記外部電極に覆われていない領域である、
こと
を含む、方法。
【請求項１１】
　前記第２の混合物におけるフェライト含有量が３０体積％未満である、請求項１０に記
載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コイル部品およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　コイル部品は、電子機器のノイズ対策等に広く用いられている。コイル部品として、フ
ェライトを含む磁性体組成物の内部にコイル導体が埋設された電子部品が提案されている
。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、磁性体材料と非磁性体材料とを含有する複合フェライト組成
物であって、磁性体材料と非磁性体材料との混合比率が、２０重量％：８０重量％～８０
重量％：２０重量％であり、磁性体材料がＮｉ－Ｃｕ－Ｚｎ系フェライトであり、非磁性
体材料の主成分が少なくともＺｎ、ＣｕおよびＳｉの酸化物を含有し、非磁性体材料の副
成分がホウケイ酸ガラスを含有する複合フェライト組成物が記載されている。また、特許
文献１には、コイル導体およびセラミック部分が積層されて構成される電子部品であって
、コイル導体がＡｇを含み、セラミック部分が上述の複合フェライト組成物で構成されて
いる電子部品および複合電子部品が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１４－２２０４６９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　近年、高周波回路のインピーダンス素子等、高周波用途に使用可能なコイル部品が求め
られている。一方で、高い強度を有する、信頼性の高い電子部品も求められている。
【０００６】
　本発明の課題は、良好な高周波特性を有し、かつ優れた強度を備えるコイル部品および
その製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者らは、コイル部品の磁性体部に含まれるフェライトの含有量を少なくすること
により、コイル部品の高周波特性を向上させることができることを見出した。しかし、磁
性体部におけるフェライトの含有量を少なくすると、素体の強度が低下する傾向にあるこ
とが判明した。本発明者らは鋭意検討した結果、磁性体部におけるクラックが発生しやす
い箇所のフェライト含有量を特定の値以上にすることにより、良好な高周波特性と優れた
強度とを両立し得ることを見出し、本発明を完成させるに至った。
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【０００８】
　本発明の第１の要旨によれば、磁性体部および磁性体部に埋設されてなるコイル状の導
体部を含む素体と、素体の外表面に設けられる１対の外部電極とを含み、素体の外表面が
コイルの中心軸に対して平行な実装面を有する、コイル部品であって、
　磁性体部は、中心軸に対して平行な方向に順次位置する第１部分、第２部分および第３
部分を含み、第２部分は導体部の巻回部分の少なくとも一部を埋設し、
　第１部分および第３部分は、ガラスおよびフェライトを含有し、かつフェライトの含有
量が４０体積％以上であり、第２部分は、ガラスおよびフェライトを含有し、かつフェラ
イトの含有量が第１部分および第３部分におけるフェライトの含有量より少なく、
　第１部分および第３部分がそれぞれ、実装面において外部電極に覆われている被覆領域
と、外部電極に覆われていない露出領域とを有する、コイル部品が提供される。
【０００９】
　本発明の第２の要旨によれば、磁性体部および磁性体部に埋設されてなるコイル状の導
体部を含む素体と、素体の外表面に設けられる１対の外部電極とを含むコイル部品の製造
方法であって、
　ガラスおよびフェライトを含み、かつフェライトの含有量が４０体積％以上である第１
の混合物と、ガラスおよびフェライトを含み、かつフェライトの含有量が第１の混合物よ
りも少ない第２の混合物とを調製すること、
　第１の混合物を成型して第１のシートを形成すること、
　第２の混合物を成型して第２のシートを形成すること、
　第２のシートに導体ペーストを適用して導体パターンを形成すること、
　導体パターンが形成された第２のシートを、第２のシートを貫通するビアホールに充填
された導体ペーストを介して導体パターンがコイル状に相互接続されるように積層し、更
に、第１のシートを、第１のシートを貫通するビアホールに充填された導体ペーストが導
体パターンと接続するように上下に積層して、積層体を形成すること、
　積層体を焼成して、素体を得ることであって、素体の外表面はコイルの中心軸に対して
平行な実装面を有し、素体の磁性体部は、中心軸に対して平行な方向に順次位置する第１
部分、第２部分および第３部分を含み、第１部分および第３部分は第１のシートを焼成す
ることによって得られ、第２部分は第１のシートを焼成することによって得られる、こと
、ならびに
　素体の外表面に、第１部分および第３部分の実装面の各々一部を覆うように外部電極ペ
ーストを適用し、焼き付けることにより、素体の外表面に外部電極を形成すること
を含む、方法が提供される。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明に係るコイル部品は、上記特徴を有することにより、良好な高周波特性を有し、
かつ優れた強度を備える。また、本発明に係るコイル部品の製造方法は、上記特徴を有す
ることにより、良好な高周波特性を有し且つ優れた強度を備えるコイル部品を製造するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、本発明の一の実施形態に係るコイル部品の第１の構成例の概略断面図で
ある。
【図２】図２は、本発明の一の実施形態に係るコイル部品の第２の構成例の概略断面図で
ある。
【図３】図３は、本発明の一の実施形態に係るコイル部品の第３の構成例の概略断面図で
ある。
【図４】図４は、本発明の一の実施形態に係るコイル部品の第４の構成例の概略断面図で
ある。
【図５】図５（ａ）は、本発明の一の実施形態に係るコイル部品における外部電極の配置
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の第１の変形例を示す、下方からみた概略斜視図であり、図５（ｂ）は、図５（ａ）に示
す変形例の概略断面図である。
【図６】図６（ａ）は、本発明の一の実施形態に係るコイル部品における外部電極の配置
の第２の変形例を示す、下方からみた概略斜視図であり、図６（ｂ）は、図６（ａ）に示
す変形例の概略断面図である。
【図７】図７は、本発明の一の実施形態に係るコイル部品（外部電極を除く）の概略分解
斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。ただし、以下に示す実施形
態は例示を目的とするものであり、本発明は以下の実施形態に限定されるものではない。
以下に説明する構成要素の寸法、材質、形状、相対的配置等は、特定的な記載がない限り
は本発明の範囲をそれのみに限定する趣旨ではなく、単なる説明例にすぎない。また、各
図面が示す構成要素の大きさ、形状、位置関係等は説明を明確にするため誇張しているこ
とがある。
【００１３】
［コイル部品］
　本発明の一の実施形態に係るコイル部品について以下に説明する。図１～４に、本発明
の一の実施形態に係るコイル部品の第１～第４の構成例の概略断面図を示す。コイル部品
１は、磁性体部３および磁性体部３に埋設されてなるコイル状の導体部４を含む素体２と
、素体２の外表面に設けられる１対の外部電極５１および５２とを含む。素体２の形状お
よび寸法は特に限定されるものではなく、用途に応じて適宜設定することができる。素体
２の形状は、例えば図１に示すように略直方体形状であってよい。素体２の外表面は、コ
イルの中心軸に対して平行な実装面２３を有する。図１に示すコイル部品１において、導
体部４は、コイルの中心軸が素体２の長辺に対して平行であるように設けられる。コイル
部品１は、このような構成を有することにより、高い高周波特性を有し得る。
【００１４】
　磁性体部３は、コイルの中心軸に対して平行な方向に順次位置する第１部分３１、第２
部分３２および第３部分３３を含む。第２部分３２は、導体部４の巻回部分の少なくとも
一部を埋設する。図１に示す第１の構成例および図２に示す第２の構成例において、第２
部分３２は導体部４の巻回部分の全体（符号４１で示す）を埋設する。一方、図３に示す
第３の構成例および図４に示す第４の構成例において、第２部分３２は導体部４の巻回部
分の一部（符号４１で示す）を埋設する。
【００１５】
　第１部分３１および第３部分３３は、ガラスおよびフェライトを含有し、かつフェライ
トの含有量が４０体積％以上である。第２部分３２は、ガラスおよびフェライトを含有す
る。第２部分３２におけるフェライトの含有量は、第１部分３１および第３部分３３にお
けるフェライトの含有量より少ない。そのため、第２部分３２の誘電率は、第１部分３１
および第３部分３３の誘電率よりも低くなる。第２部分３２は導体部４の巻回部分の少な
くとも一部を埋設しているので、第２部分３２の組成はコイル部品の特性に対する影響が
大きい。そのため、第２部分３２の誘電率を第１部分３１および第３部分３３の誘電率よ
りも低くすることにより、コイル部品１の高周波特性を向上させることができる。
【００１６】
　好ましくは、第２部分３２には、巻回部分の全体を埋設する。この場合、コイル部品１
の高周波特性を更に向上させることができる。
【００１７】
　第１部分３１は、図１に例示されるように、実装面２３において、外部電極５１に覆わ
れている被覆領域と、外部電極５１に覆われていない露出領域とを有する。同様に、第３
部分３３は、図１に例示されるように、実装面２３において、外部電極５２に覆われてい
る被覆領域と、外部電極５２に覆われていない露出領域とを有する。即ち、磁性体部３の
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第１部分３１および第３部分３３はそれぞれ、実装面２３において、外部電極５１および
５２に覆われている被覆領域と、外部電極５１および５２に覆われていない露出領域との
境界を有する。実装面２３における被覆領域と露出領域との境界が、フェライトを４０体
積％以上含有する第１部分３１および第３部分３３に存在することで、コイル部品１の強
度を向上させることができ、コイル部品１を実装する際におけるクラック発生を抑制する
ことができる。
【００１８】
　第１部分３１および第３部分３３におけるフェライトの含有量を４０体積％以上とする
ことにより、コイル部品１の強度を向上させることができるメカニズムは、いかなる理論
にも拘束されるものではないが、凡そ以下の通りであると考えられる。コイル部品を基板
にリフロー実装する際、コイル部品に負荷がかかることにより、コイル部品にクラックが
発生することがある。素体の実装面（基板に実装する側の面）はリフロー実装時に負荷が
かかりやすく、特に、実装面における外部電極に覆われている被覆領域と外部電極に覆わ
れていない露出領域との境界部は、クラック発生の起点となり得る傾向にある。コイル部
品の高周波特性を向上させるために磁性体部におけるフェライトの含有量を少なくした場
合、素体の強度が低下する傾向にあるので、クラック発生の問題はより顕著になる。本発
明者らは、導体部の巻回部分が埋設される磁性体部の中央付近におけるフェライトの含有
量を少なくすることで高周波特性を向上させつつ、実装面の被覆領域と露出領域との境界
付近における磁性体部のフェライト含有量を４０体積％にすることで、クラック発生の起
点となり得る境界における素体の強度を向上させることができ、クラック発生を抑制する
ことができることを見出した。フェライトの含有量が多い程、フェライト同士の結合が強
くなり、素体の強度が高くなると考えられる。実装面の被覆領域と露出領域との境界付近
におけるフェライトの含有量が４０体積％であると、クラックの発生を抑制するのに十分
な素体強度を得ることができる。本実施形態に係るコイル部品１において、実装面２３に
おける被覆領域と露出領域との境界が、フェライトを４０体積％以上含有する第１部分３
１および第３部分３３に存在することにより、コイル部品１の強度を向上させることがで
き、その結果、コイル部品１のリフロー実装が可能となる。このようにして、良好な高周
波特性と優れた強度とを両立することが可能となる。
【００１９】
　第１部分３１および第３部分３３におけるフェライトの含有量は、４０体積％以上であ
れば十分であり、上限は特に限定されない。第１部分３１および第３部分３３におけるフ
ェライトの含有量は、好ましくは５０体積％以上６０体積％以下である。フェライト含有
量が上記範囲内であると、良好な高周波特性を保持しつつ、コイル部品の強度をより一層
向上させることができる。第１部分３１におけるフェライトの含有量と、第３部分３３に
おけるフェライトの含有量とは、同じであってよく、異なっていてもよい。
【００２０】
　第２部分３２におけるフェライトの含有量が第１部分３１および第３部分３３における
フェライトの含有量より少ない場合、コイル部品１の高周波特性を向上させることができ
る。フェライトの含有量が第１部分３１と第３部分３３とで異なる場合、第２部分３２に
おけるフェライトの含有量は、第１部分３１および第３部分３３のうち、より少ない含有
量と比較して少なければよい。第２部分３２におけるフェライトの含有量は、３０体積％
未満であることが好ましい。フェライトの含有量が３０体積％未満であると、高周波特性
をより向上させることができる。第２部分３２におけるフェライトの含有量は、より好ま
しくは１０体積％以上２０体積％以下である。フェライトの含有量が上記範囲内であると
、優れた素体強度を保持しつつ、より一層高い高周波特性を達成することができる。
【００２１】
　コイルの中心軸に対して平行な方向における露出領域の幅は、中心軸と交わる素体２の
両端面間の長さに対して３５％以下であってよく、好ましくは５％以上１５％以下である
。露出領域の幅が５％以上であると、クラックの発生をより一層効果的に抑制することが
できる。また、コイルの中心軸に対して平行な方向における被覆領域の幅は、中心軸と交
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わる素体２の両端面間の長さ（すなわち端面２１と端面２２との間の長さ）に対して５％
以上１５％以下であることが好ましい。被覆領域の幅が５％以上であると、クラックの発
生をより一層効果的に抑制することができる。被覆領域および露出領域の幅が大きいほど
、クラック発生を抑制する効果が高くなる傾向にある。
【００２２】
　第１部分３１および第３部分３３は、導体部４の引き出し部分４３および４４の少なく
とも一部を埋設してよい。例えば、図１に示す第１の構成例および図３に示す第３の構成
例において、第１部分３１は引き出し部分４３の全体を埋設し、第３部分３３は引き出し
部分４４の全体を埋設する。一方、図２に示す第２の構成例において、第１部分３１は引
き出し部分４３の一部を埋設し、第３部分３３は引き出し部分４４の一部を埋設する。
【００２３】
　第１の構成例において、磁性体部３は、第１部分３１、第２部分３２および第３部分３
３からなる。このような構成は、後述する製造工程において使用するシートの種類を少な
くすることができ、工数を少なくすることができるという利点を有する。
【００２４】
　磁性体部３は、第１部分３１を挟んで第２部分３２と対向する第４部分３４と、第３部
分３３を挟んで第２部分３２と対向する第５部分３５を更に含んでよい。このような構成
の具体例として、図２に示す第２の構成例および図４に示す第４の構成例が挙げられる。
第４部分３４および第５部分３５は、導体部４の引き出し部分４３および４４の少なくと
も一部を埋設する。例えば、図２に示す第２の構成例において、第４部分３４は、引き出
し部分４３の一部を埋設し、第５部分３５は、引き出し部分４４の一部を埋設する。一方
、図４に示す第４の構成例においては、第４部分３４は、引き出し部分４３の全体を埋設
し、第５部分３５は、引き出し部分４４の全体を埋設する。
【００２５】
　第４部分３４および第５部分３５は、ガラスおよびフェライトを含有する。第４部分３
４および第５部分３５におけるフェライトの含有量は、第１部分３１および第３部分３３
におけるフェライトの含有量より少ない。フェライトの含有量が第１部分３１と第３部分
３３とで異なる場合、第４部分３４および第５部分３５におけるフェライトの含有量は、
第１部分３１および第３部分３３のうち、より少ない含有量と比較して少なければよい。
第４部分３４におけるフェライトの含有量と、第５部分３５におけるフェライトの含有量
とは、同じであってよく、異なっていてもよい。第４部分３４および第５部分３５におけ
るフェライトの含有量は、３０体積％未満であることが好ましい。第４部分３４および第
５部分３５のいずれか一方におけるフェライトの含有量が３０体積％未満であってもよい
。フェライトの含有量が３０体積％未満であると、高周波特性をより向上させることがで
きる。第４部分３４および第５部分３５におけるフェライトの含有量は、より好ましくは
１０体積％以上２０体積％以下である。第４部分３４および第５部分３５のいずれか一方
におけるフェライトの含有量が１０体積％以上２０体積％以下であってもよい。フェライ
トの含有量が上記範囲内であると、優れた素体強度を保持しつつ、より一層高い高周波特
性を達成することができる。
【００２６】
　第２の構成例および第４の構成例は、フェライト含有量が少ない第４部分３４および第
５部分３５を更に含むので、フェライトを多く含有する第１部分３１および第３部分３３
の幅を小さくすることができ、その結果、磁性体部３において誘電率の低い領域をより広
くすることができる。このような構成により、リフロー実装時にクラック発生の起点とな
り得る部分の強度を確保しつつ、より一層優れた高周波特性を実現することができる。更
に、導体部４の巻回部分の全体（図２において符号４１で示す）が第２部分３２に埋設さ
れる第２の構成例は、巻回部分の一部のみ（図４において符号４１で示す）が第２部分３
２に埋設される第４の構成例と比較して、より高い高周波特性を有する。
【００２７】
　磁性体部３の第１部分３１および第３部分３３は、導体部４の巻回部分の一部を埋設し
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てもよい。このような構成の具体例として、図３に示す第３の構成例および図４に示す第
４の構成例が挙げられる。第３の構成例において、第１部分３１は、巻回部分の一部（符
号４２で示す）および引き出し部分４３の全体を埋設し、第３部分３３は、巻回部分の一
部（符号４２で示す）および引き出し部分４４の全体を埋設する。第４の構成例において
、第１部分３１および第３部分３３はそれぞれ、巻回部分の一部（符号４２で示す）を埋
設する。
【００２８】
　磁性体部３の第１部分３１、第２部分３２、第３部分３３、第４部分３４および第５部
分の各部分はそれぞれ、ガラスおよびフェライトを含有する。磁性体部３の各部分は更に
、セラミックフィラー等の無機材料を含有してもよい。以下、磁性体部３の各部分に含ま
れ得る成分について説明する。
【００２９】
（フェライト）
　フェライトは、スピネル構造の固溶体である強磁性フェライトであることが好ましい。
スピネル構造を有する強磁性フェライトとしては、例えば、Ｎｉ－Ｚｎ系フェライト（Ｎ
ｉ－Ｚｎ－Ｃｕ系フェライトも含む）、Ｍｎ－Ｚｎ系フェライト、Ｍｇ－Ｚｎ系フェライ
ト、Ｎｉ－Ｃｏ系フェライト等が挙げられる。磁性体部３の各部分は、１種類のフェライ
トのみを含んでよく、２種類以上のフェライトを含んでもよい。なかでも、Ｎｉ－Ｚｎ系
フェライト、特にＮｉ－Ｚｎ－Ｃｕ系フェライトは、高周波帯域で充分に高い透磁率を有
するので、高周波用途に適している。そのため、ガラス－セラミック－フェライト組成物
は、好ましくはＮｉ－Ｚｎ系フェライトを含み、より好ましくはＮｉ－Ｚｎ－Ｃｕ系フェ
ライトを含む。
【００３０】
　磁性体部３の各部分に含まれるフェライトの組成は、互いに異なってよいが、同じであ
ることが好ましい。磁性体部３の各部分に含まれるフェライトの組成が同じである場合、
後述する製造工程において、焼成時に素体にクラックが発生するのを効果的に抑制するこ
とができ、共焼結が容易である。磁性体部３の各部分に含まれるフェライトは、Ｎｉ－Ｚ
ｎ－Ｃｕ系フェライトであることが好ましい。Ｎｉ－Ｚｎ－Ｃｕ系フェライトは、高周波
帯域で充分に高い透磁率を有するので、高周波用途に適している。
【００３１】
（ガラス）
　ガラスの種類は特に限定されるものではなく、例えばホウケイ酸ガラスを用いてよい。
ホウケイ酸ガラスは、Ｌｉ、ＮａおよびＫ等のアルカリ金属元素を含んでもよい。磁性体
部３の各部分に含まれるガラスの組成および含有量は、用途に応じて適宜設定することが
できる。磁性体部３の各部分に含まれるガラスは、共にホウケイ酸ガラスであることが好
ましい。尤も磁性体部３の各部分に含まれるガラスの組成は、互いに異なっていてもよい
。磁性体部３の各部分におけるガラスの含有量は特に限定されるものではなく、各部分に
おけるフェライトの含有量に応じて適宜調節することができる。
【００３２】
（セラミックフィラー）
　セラミックフィラーの種類は特に限定されるものではなく、例えば、アルミナ、フォル
ステライト、クォーツ、ジルコニア、ウィレマイト、コージェライト、ステアタイト、ム
ライト等であってよい。磁性体部３の各部分はセラミックフィラーを１種類のみ含んでよ
く、２種類以上のセラミックフィラーを含んでもよい。磁性体部３の各部分がいずれもセ
ラミックフィラーを含まなくてもよく、磁性体部３の各部分の一部のみがセラミックフィ
ラーを含有してもよい。尤も、磁性体部３の各部分の全部がセラミックフィラーを含有す
ることが好ましい。磁性体部３の各部分に含まれるセラミックフィラーの種類は互いに異
なってよいが、同じであることが好ましい。磁性体部３の各部分におけるセラミックフィ
ラーの含有量は、特に限定されるものではなく、各部分におけるフェライトの含有量に応
じて適宜調節することができる。各部分におけるセラミックフィラー含有量は、例えば、
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３０体積％未満であってよい。この範囲内であると、良好な高周波特性を得ることができ
る。
【００３３】
　磁性体部３にフォルステライトを添加すると、素体２の抗折強度を高くすることができ
、その結果、実装時におけるクラックの発生をより一層効果的に抑制することができる。
磁性体部３にクォーツを添加すると、素体２の線膨張係数を大きくすることができる。そ
の結果、コイル部品１を実装する際の熱応力を緩和することができ、実装時におけるクラ
ック発生をより一層効果的に抑制することができる。また、アルミナ等の結晶質材料を磁
性体部３に添加することにより、素体の強度を高くすることができる。
【００３４】
　一例として、コイル部品１は、磁性体部３の第１部分３１および第３部分３３がフォル
ステライトを含まず、第２部分３２がフォルステライトを含み、かつ第１部分３１、第２
部分３２および第３部分３３が共にクォーツを含む構成を取り得る。
【００３５】
　磁性体部３の各部分は、上述のガラス、フェライトおよびセラミックフィラーの他に、
ジルコニアを含んでもよい。
【００３６】
　コイル部品１における磁性体部３の各部分の組成は、例えば、誘導結合プラズマ発光分
析（ＩＣＰ－ＡＥＳ）およびＸ線回折法（ＸＲＤ）を組み合わせることにより同定するこ
とができる。
【００３７】
（導体部）
　コイル部品１は、コイル状の導体部４を含む。導体部４は、図１に示すように、巻回部
分４１と、巻回部分４１の両端に接続する引き出し部分４３および４４とを含む。以下、
導体部４の構成について、図７に示す構成例を参照して説明する。導体部４の巻回部分は
、コイルパターン層４５ａ、４５ｂ、４５ｃ、４５ｄ、４５ｅおよび４５ｆと、接続導体
４６ｂ、４６ｃ、４６ｄ、４６ｅおよび４６ｆとで構成される。コイルパターン層４５ａ
、４５ｂ、４５ｃ、４５ｄ、４５ｅおよび４５ｆはそれぞれ、磁性体部３を構成する磁性
体層３６ａ、３６ｂ、３６ｃ、３６ｄ、３６ｅ、３６ｆおよび３６ｉの間に設けられる。
各々のコイルパターン層は、各磁性体層を貫通して設けられる接続導体４６ｂ、４６ｃ、
４６ｄ、４６ｅおよび４６ｆを介してコイル状に相互接続し、これにより巻回部分を形成
する。巻回部分の巻回数、各コイルパターン層および接続導体の形状、寸法ならびに配置
等は、図７に示す構成例に限定されるものではなく、用途に応じて適宜設定することがで
きる。
【００３８】
　図７に示す構成例において、導体部４の引き出し部分４３は、磁性体部３を構成する磁
性体層３６ａ、３６ｇおよび３６ｈをそれぞれ貫通して設けられる接続導体４６ａ、４６
ｇおよび４６ｈが相互に接続する事により形成される。同様に、引き出し部分４４は、磁
性体部３を構成する磁性体層３６ｉおよび３６ｊをそれぞれ貫通して設けられる接続導体
４６ｉおよび４６ｊが相互に接続する事により形成される。なお、図７に示す構成例の場
合、図１に示すように、引き出し部分４３および４４はそれぞれ、コイルの中心軸と交わ
る素体２の両端面２１および２２に引き出されるが、引き出し部分４３および４４は、後
述するように素体２の実装面２３に引き出されてもよい。
【００３９】
　図７に示す構成例において、例えば、磁性体層３６ｇ、３６ｈおよび３６ｊにおけるフ
ェライト含有量を４０体積％以上とした場合、これらの磁性体層は磁性体部３の第１部分
３１および第３部分３３を構成する。また、磁性体層３６ａ、３６ｂ、３６ｃ、３６ｄ、
３６ｅ、３６ｆおよび３６ｉにおけるフェライトの含有量を第１部分３１および第３部分
３３におけるフェライト含有量より少なくした場合、これらの磁性体層は、磁性体部３の
第２部分３２を構成する。上述のように各磁性体層におけるフェライト含有量を設定する
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ことにより、図１に示す第１の構成例に係るコイル部品１を得ることができる。同様に、
各磁性体層におけるフェライト含有量を適宜調節することにより、第２の構成例、第３の
構成例および第４の構成例に係るコイル部品も得ることができる。
【００４０】
　導体部４は、銀、銅、白金、パラジウム、金等の導電性材料を含む導体で構成されてよ
い。導体部は、１種類の導電性材料のみを含んでよく、２種類以上の導電性材料を含んで
もよい。なかでも、銀は導体抵抗が小さいので、導体部は、好ましくは銀を含む導体で構
成され、より好ましくは銀を主成分として含む導体、すなわち実質的に銀からなる導体で
構成される。
【００４１】
（外部電極）
　本実施形態に係るコイル部品１において、１対の外部電極５１および５２は、素体２の
外表面に設けられる。また、磁性体部３の第１部分３１および第３部分３３はそれぞれ、
実装面２３において外部電極に覆われている被覆領域と、外部電極に覆われていない露出
領域とを有する。従って、外部電極５１および５２は、少なくとも実装面２３に設けられ
る。
【００４２】
　図１～４に示す構成例において、１対の外部電極の一方（５１）は、コイルの中心軸と
交わる素体２の一方の端面２１に設けられ、かつ端面２１に接する素体２の４つの面の一
部に延在する。１対の外部電極の他方（５２）は、コイルの中心軸と交わる素体２の他方
の端面２２に設けられ、かつ端面２２に接する素体２の４つの面の一部に延在する。導体
部４の両端は、コイルの中心軸と交わる素体２の両端面２１および２２において、１対の
外部電極５１および５２とそれぞれ接続する。より具体的には、導体部４の引き出し部分
４３の端部が素体２の端面２１に引き出され、その端面２１において外部電極５１と接続
する。また、導体部４の引き出し部分４４の端部が素体２の端面２２に引き出され、その
端面２２において外部電極５２と接続する。
【００４３】
　図５に、コイル部品における外部電極の配置の第１の変形例を示す。第１の変形例は、
一の外部電極が素体の２つの面にわたって設けられる点で、一の外部電極が素体の５つの
面にわたって設けられる図１～４に示す構成例と異なる。第１の変形例において、１対の
外部電極の一方（５１）が、コイルの中心軸と交わる素体２の一方の端面２１に設けられ
、かつ端面２１に接する実装面２３の一部に延在し、１対の外部電極の他方（５２）が、
コイルの中心軸と交わる素体２の他方の端面２２に設けられ、かつ端面２２に接する実装
面２３の一部に延在する。導体部４の両端は、コイルの中心軸と交わる素体２の両端面２
１および２２において、１対の外部電極５１および５２とそれぞれ接続する。より具体的
には、図５（ｂ）に示すように、導体部４の引き出し部分４３の端部が素体２の端面２１
に引き出され、その端面２１において外部電極５１と接続する。また、導体部４の引き出
し部分４４の端部が素体２の端面２２に引き出され、その端面２２において外部電極５２
と接続する。なお、図５（ｂ）に示すコイル部品１の素体２は、図１に示す第１の構成例
における素体２と同様の構造を有するが、素体２の構造はこれに限定されるものではなく
、第２～第４の構成例における素体２と同様の構造を有してもよい。
【００４４】
　図６に、コイル部品における外部電極の配置の第２の変形例を示す。第２の変形例は、
外部電極が素体の実装面のみに設けられる点で、図１～４に示す構成例および図５に示す
第１の変形例と異なる。第２の変形例において、１対の外部電極５１および５２は、素体
２の実装面２３にそれぞれ設けられる。導体部４の両端は、実装面２３において、１対の
外部電極５１および５２とそれぞれ接続する。より具体的には、図６（ｂ）に示すように
、導体部４の引き出し部分４３の端部が素体２の実装面２３に引き出され、実装面２３に
おいて外部電極５１と接続する。また、導体部４の引き出し部分４４の端部が素体２の実
装面２３に引き出され、実装面２３において外部電極５２と接続する。なお、図６（ｂ）
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に示すコイル部品１の素体２は、図４に示す第４の構成例における素体２に類似した構造
を有するが、素体２の構造はこれに限定されるものではなく、第１～第３の構成例におけ
る素体２に類似した構造を有してもよい。
【００４５】
　一の外部電極が素体の２つの面にわたって設けられる第１の変形例、および外部電極が
実装面のみに設けられる第２の変形例は共に、一の外部電極が素体の５つの面にわたって
設けられる図１～４に示す構成例と比較して、クラックの発生をより一層効果的に抑制す
ることができる。また、第１および第２の変形例は、省スペース化を図ることができると
いう利点を有する。更に、第１および第２の変形例に係る外部電極の配置により、浮遊容
量を低減することができ、その結果、高周波特性が向上し得る。特に、第２の変形例は、
第１の変形例と比較して、クラック発生の抑制、省スペース化および高周波特性について
より一層高い効果を奏するという利点を有する。
【００４６】
　外部電極は、金、銀、パラジウム、銅、ニッケル等の導電性材料を含む導体で構成され
てよい。導体部は、１種類の導電性材料のみを含んでよく、２種類以上の導電性材料を含
んでもよい。外部電極は、銀を主成分として含む導体で構成されることが好ましい。外部
電極は、必要に応じて、ニッケルおよび／またはスズ等でめっきされ得る。
【００４７】
　コイル部品は、例えば積層インダクタであってよい。
【００４８】
［コイル部品の製造方法］
　次に、本発明の一の実施形態に係るコイル部品の製造方法について以下に説明する。な
お、図１に示す第１の構成例に係るコイル部品の製造方法を例として説明を行うが、以下
に説明する方法を適宜改変することにより、第２～第４の構成例に係るコイル部品も同様
に製造することができる。また、コイル部品の製造方法は、以下に説明する方法に限定さ
れるものではなく、公知の技術を適宜採用することによりコイル部品を製造することがで
きる。
【００４９】
　本実施形態に係る方法は、磁性体部および磁性体部に埋設されてなるコイル状の導体部
を含む素体と、素体の外表面に設けられる１対の外部電極とを含むコイル部品の製造方法
である。本実施形態に係る方法は、ガラスおよびフェライトを含む第１の混合物ならびに
第２の混合物を調製すること、第１の混合物を成型して第１のシートを形成すること、第
２の混合物を成型して第２のシートを形成すること、第２のシートに導体ペーストを適用
して導体パターンを形成すること、導体パターンが形成された第２のシートおよび第１の
シートを積層して積層体を形成すること、積層体を焼成して素体を得ること、ならびに素
体の外表面に外部電極を形成することを含む。
【００５０】
　まず、ガラスおよびフェライトを含み、かつフェライトの含有量が４０体積％以上であ
る第１の混合物と、ガラスおよびフェライトを含み、かつフェライトの含有量が第１の混
合物よりも少ない第２の混合物とを調製する。第２の混合物におけるフェライト含有量は
、３０体積％未満であることが好ましい。第１の混合物および第２の混合物は、ガラスお
よびフェライトに加えて、セラミックフィラーを含んでもよい。以下、第１の混合物およ
び第２の混合物を総称して「混合物」とよぶこともある。
【００５１】
　なお、第１の混合物の組成は、これを用いて得られる磁性体部の第１部分および第３部
分の組成と実質的に同一であると考えて差し支えない。また、第２の混合物の組成は、こ
れを用いて得られる磁性体部の第２部分の組成と実質的に同一であると考えて差し支えな
い。すなわち、上述した混合物に含まれるガラス、フェライトおよびセラミックフィラー
の合計に対するガラス、フェライトおよびセラミックフィラーのそれぞれの割合（つまり
、含有量）は、これらの混合物を用いて得られる磁性体部の第１部分、第２部分および第
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３部分に含まれるガラス、フェライトおよびセラミックフィラーの割合（含有量）と実質
的に同一であると考えて差し支えない。
【００５２】
　第１の混合物および第２の混合物は、ペーストやスラリーに含まれていてもよい。ペー
ストやスラリーは、第１の混合物または第２の混合物（つまり、上述したガラス、フェラ
イトおよび場合によりセラミックフィラーの混合物）の他に、トルエン、エタノール等の
溶剤、アクリル、ポリビニルブチラール等のバインダー樹脂、フタル酸ジオクチル等の可
塑剤、湿潤剤、分散剤等を含んでもよい。
【００５３】
　第１の混合物および第２の混合物は、ガラス粉末と、フェライト粉末と、場合によりセ
ラミックフィラー粉末とを所定の割合で混合することにより得られる。
【００５４】
　次に、第１の混合物を成型して第１のシートを形成する。第１の混合物を成型する場合
、混合物に上述の溶剤、バインダー樹脂、可塑剤、湿潤剤、分散剤等を加えてボールミル
で所定の時間混合することによりスラリーやペーストを準備し、このスラリーやペースト
を用いてシートを形成してよい。シートの形成方法は特に限定されるものではなく、例え
ば、上述のスラリーやペーストを、コンマコーターを用いて剥離性のフィルム上に塗布す
ることにより、第１のグリーンシートを形成することができる。次いで、第１のグリーン
シートを所定の寸法に裁断することにより、第１のシートを得ることができる。
【００５５】
　第２の混合物を成型して第２のシートを形成する。第２のシートは、第１のシートと同
様の手順で形成することができる。第２の混合物を成型する場合、混合物に上述の溶剤、
バインダー樹脂、可塑剤、湿潤剤、分散剤等を加えてボールミルで所定の時間混合するこ
とによりスラリーやペーストを準備し、このスラリーやペーストを用いてシートを形成し
てよい。
【００５６】
　得られた第１のシートおよび第２のシートの所定位置に、シートを貫通するビアホール
をレーザーにより形成する。
【００５７】
　次に、第２のシートに導体ペーストを適用して導体パターンを形成する。例えば、銀ま
たは銀合金を主成分とする導体ペーストを、スクリーン印刷等の方法で第２のシートに塗
布することにより、所定の導体パターンを形成すると共に、ビアホールに導体ペーストを
充填する。導体パターンが形成された第２のシートを加熱して乾燥させる。また、第１の
シートのビアホールに導体ペーストを充填する。
【００５８】
　導体パターンが形成された第２のシートを、第２のシートを貫通するビアホールに充填
された導体ペーストを介して導体パターンがコイル状に相互接続されるように積層する。
更に、第１のシートを、第１のシートを貫通するビアホールに充填された導体ペーストが
導体パターンと接続するように上下に積層して、積層体を形成する。
【００５９】
　このようにして得られた積層体を、剛体のような高硬度面を備える金型を用いて上下か
ら圧着する。圧着された積層体を、ダイサーカットにより所定の寸法に裁断する。裁断し
た積層体を脱バインダー処理に付す。
【００６０】
　脱バインダー処理した積層体を焼成して、磁性体部および磁性体部に埋設されてなるコ
イル状の導体部を含む素体を得る。焼成雰囲気は特に限定されないが、例えば、銀等の酸
化しにくい材料を含む導体ペーストを用いる場合には、大気雰囲気で焼成を行ってよく、
銅等の酸化しやすい材料を含む導体ペーストを用いる場合には、窒素雰囲気等の低酸素雰
囲気で焼成を行うことが好ましい。焼成温度は特に限定されず、例えば１０００℃以下で
あってよい。
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【００６１】
　得られた素体の外表面は、コイルの中心軸に対して平行な実装面を有する。素体の磁性
体部は、コイルの中心軸に対して平行な方向に順次位置する第１部分、第２部分および第
３部分を含む。第１部分および第３部分は第１のシートを焼成することによって得られ、
第２部分は第１のシートを焼成することによって得られる。
【００６２】
　次に、素体の外表面に、第１部分および第３部分の実装面の各々一部を覆うように外部
電極ペーストを適用する。外部電極ペーストの適用は、目的とする形状および配置の外部
電極が得られるように適宜行うことができる。例えば、導体部の引き出し部分が素体の両
端面（図１において符号２１および２２で示す）で露出している場合、外部電極ペースト
は、素体の両端面にも適用される。適用された外部電極ペーストを焼き付けることにより
、素体の外表面に外部電極を形成する。焼き付け条件は、外部電極ペーストの種類に応じ
て適宜設定することができる。場合により、外部電極をめっき処理してもよい。例えば、
Ｎｉめっき液およびＳｎめっき液を用いて、回転バレルめっき装置にて外部電極のめっき
処理を行ってよい。
【００６３】
　このようにして、外部電極が素体の外表面に設けられたコイル部品を製造することがで
きる。上述の製造方法は、フェライト含有量の異なる２種類のシート（第１のシートおよ
び第２のシート）を用いることにより、第１部分、第２部分および第３部分を含む磁性体
部を簡便な方法で作製することができるという利点を有する。
【実施例】
【００６４】
　以下に説明する手順で、実施例１～３および比較例１～１０のコイル部品を作製した。
まず、フェライト粉末と、ガラス粉末と、セラミックフィラー粉末とを、表１に示す割合
で混合して、第１の混合物および第２の混合物を準備した。これらの混合物にバインダー
樹脂と可塑剤、湿潤剤、分散剤を加え、ボールミルで所定の時間混合を行って、第１の混
合物を含むスラリーおよび第２の混合物を含むスラリーを得た。フェライトとしてＮｉ－
Ｚｎ－Ｃｕ系フェライトを用い、ガラスとしてホウケイ酸ガラスを用いた。
【００６５】
　得られたスラリーをそれぞれ、コンマコーターを用いて剥離性のフィルム上に塗布し、
第１のグリーンシートおよび第２のグリーンシートを得た。この第１および第２のグリー
ンシートを所定の寸法に裁断して、第１のシートおよび第２のシートを得た。第１および
第２のシートの所定位置に、シートを貫通するビアホールをレーザーにより形成した。
【００６６】
　銀を主成分とする導体ペーストを、スクリーン印刷にて第２のシートに塗布することに
より、所定の導体パターンを形成すると共に、ビアホールに導体ペーストを充填した。導
体パターンが形成された第２のシートを加熱して乾燥させた。第１のシートのビアホール
に導体ペーストを充填した。
【００６７】
　導体パターンが形成された第２のシートを、第２のシートを貫通するビアホールに充填
された導体ペーストを介して導体パターンがコイル状に相互接続されるように積層した。
更に、複数の第１のシートを、第１のシートを貫通するビアホールに充填された導体ペー
ストが導体パターンと接続するように上下に積層して、積層体を形成した。このようにし
て得られた積層体を、剛体のような高硬度面を備える金型を用いて上下から圧着した後、
ダイサーカットにより所定の寸法に裁断し、裁断した積層体を脱バインダー処理に付した
。
【００６８】
　脱バインダー処理した積層体を９００℃で焼成して、磁性体部および磁性体部に埋設さ
れてなるコイル状の導体部を含む素体を得た。素体の寸法は、０．６ｍｍ（長さ）×０．
３ｍｍ（幅）×０．３ｍｍ（厚さ）であった。素体の磁性体部は、図１に示すように、第
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を焼成することで得られる第２部分３２を含んだ。
【００６９】
　次に、図１に示す配置の外部電極が得られるように、素体の外表面に外部電極ペースト
を適用した。適用された外部電極ペーストを焼き付けることにより、素体の外表面に外部
電極を形成した。更に、Ｎｉめっき液およびＳｎめっき液を用いて、回転バレルめっき装
置にて外部電極のめっき処理を行った。このようにして、実施例１～３および比較例１～
１０のコイル部品が得られた。
【００７０】
［高周波特性］
　実施例１～３および比較例１～１０のコイル部品についてネットワークアナライザ（キ
ーサイト社製　Ｎ５２２２Ａ）を用いてインピーダンス測定を行い、高周波特性の評価を
行った。結果を表１に示す。インピーダンスカーブが７ＧＨｚ以上の領域にピークを有し
、ピーク値が１０００Ωを超える場合、高周波特性が「優」であると判定し、表１におい
て「◎」で示した。インピーダンスカーブが５ＧＨｚ以上７ＧＨｚ未満の領域にピークを
有し、ピーク値が１０００Ωを超える場合、高周波特性が「良」であると判定し、表１に
おいて「○」で示した。インピーダンスカーブが５ＧＨｚ以上の領域にピークを有し、ピ
ーク値が５００Ω以上１０００Ω以下である場合、高周波特性が「可」であると判定し、
表１において「△」で示した。インピーダンスカーブが５ＧＨｚ未満の領域にピークを有
する場合、高周波特性が「不良」であると判定し、表１において「×」で示した。
【００７１】
［コイル部品の強度］
　実施例１～３および比較例１～１０のコイル部品（評価数：ｎ＝１００）についてリフ
ロー実装を行い、リフロー実装後におけるクラック発生の有無を確認することにより、コ
イル部品の強度を評価した。リフロー実装は、実装基板としてＦＲ４基板を使用し、はん
だペーストとして鉛フリーはんだを使用して行った。リフロー実装におけるピーク温度は
約２６０℃であり、リフロー回数は３回であった。リフロー実装後、ホットプレートで加
熱することにより、コイル部品からはんだを除去した。このコイル部品を樹脂固めした後
、コイル部品の実装面に対して垂直であり且つコイルの中心軸に対して平行な面を、コイ
ル部品の中央まで研磨し、素体の断面を露出させた。この断面を顕微鏡で観察することに
より、クラック発生の有無を確認した。結果を表１に示す。リフロー実装によるクラック
発生率が０％であった場合、強度が「優」であると判定し、表１において「◎」で示した
。リフロー実装によるクラック発生が１つでも存在した場合、即ちクラック発生率＞０％
である場合、強度が「不良」であると判定し、表１において「×」で示した。
【００７２】
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【表１】

【００７３】
　表１に示すように、実施例１～３のコイル部品は、良好な高周波特性と優れた強度とを
両立することができた。これは、第１の混合物を用いて得られる磁性体部の第１部分およ
び第３部分におけるフェライトの含有量が４０体積％以上であり、かつ第２の混合物を用
いて得られる磁性体部の第２部分におけるフェライト含有量が、第１部分および第３部分
におけるフェライトの含有量より少なかったことによるものであると考えられる。また、
実施例１～３より、第２の混合物を用いて得られる磁性体部の第２部分におけるフェライ
ト含有量が少ないほど、高周波特性が向上する傾向にあることがわかった。具体的には、
第２の混合物を用いて得られる磁性体部の第２部分におけるフェライト含有量が１０体積
％２０体積％以下の範囲では、高周波特性が向上する傾向にあることがわかった。
【００７４】
　比較例１～７に係るコイル部品において、第１の混合物におけるフェライトの含有量は
、第２の混合物におけるフェライトの含有量と同じであり、そのため、磁性体部の第１部
分、第２部分および第３部分におけるフェライトの含有量は同じであった。第１部分およ
び第３部分におけるフェライトの含有量が４０体積％より少なかった比較例１～６のコイ
ル部品は、実施例１～３のコイル部品よりも強度が低下した。また、比較例１～７におい
て、第２部分におけるフェライトの含有量が増加するに従って高周波特性が低下する傾向
にあり、第２部分におけるフェライトの含有量が４０体積％であった比較例７のコイル部
品は、高周波特性が「不可（×）」であった。
【００７５】
　比較例８～１０に係るコイル部品において、第２部分におけるフェライトの含有量は、
第１部分および第３部分におけるフェライトの含有量より少なかったが、第１部分および
第３部分におけるフェライトの含有量が４０体積％未満であった。このため、比較例８～
１０のコイル部品は、実施例１～３のコイル部品よりも強度が低下した。比較例８～１０



(16) JP 6508126 B2 2019.5.8

10

20

30

より、第２部分におけるフェライト含有量が少ないほど、高周波特性が向上する傾向にあ
ることがわかった。
【産業上の利用可能性】
【００７６】
　本発明に係るコイル部品は高周波用途に使用可能であり、例えば、高周波回路のインピ
ーダンス素子等の幅広い用途に使用され得る。
【符号の説明】
【００７７】
　　１　コイル部品
　　２　素体
　　２１　端面
　　２２　端面
　　２３　実装面
　　３　磁性体部
　　３１　第１部分
　　３２　第２部分
　　３３　第３部分
　　３４　第４部分
　　３５　第５部分
　　３６ａ、３６ｂ、３６ｃ、３６ｄ、３６ｅ、３６ｆ、３６ｇ、３６ｈ、３６ｉ、３６
ｊ　磁性体層
　　４　導体部
　　４１　巻回部分
　　４２　巻回部分
　　４３　引き出し部分
　　４４　引き出し部分
　　４５ａ、４５ｂ、４５ｃ、４５ｄ、４５ｅ、４５ｆ　コイルパターン層
　　４６ａ、４６ｂ、４６ｃ、４６ｄ、４６ｅ、４６ｆ、４６ｇ、４６ｈ、４６ｉ、４６
ｊ　接続導体
　　５１　外部電極
　　５２　外部電極
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