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(57)【要約】
　磁石要素１００及びこれを製造する方法。この方法は
、アモルファス粉末材料から製造された成形磁心１１０
、１５０を用意するステップと、巻線１３０の一部を成
形磁心１１０に結合するステップと、成形磁心１１０、
１５０を巻線１３０の一部と一緒にプレスするステップ
とを含む。磁石要素１００は、アモルファス粉末材料か
ら製造された成形磁心１１０、１５０及びその一部が成
形磁心１１０に結合された巻線１３０を備え、成形磁心
１１０、１５０は巻線１３０の一部にプレスされる。巻
線１３０は、予形成、半予形成または非予形成であり、
クリップまたはコイル（これに限定されない）を含むこ
とができる。アモルファス粉末材料を、鉄またはコバル
トを主原料とするアモルファス粉末材料またはナノアモ
ルファス粉末材料とすることができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アモルファス粉末材料から製造された少なくとも１つの成形磁心と、
　少なくとも１つの巻線であって、該少なくとも１つの巻線の少なくとも一部が前記少な
くとも１つの成形磁心に結合される、少なくとも１つの巻線と、
　を備え、
　前記少なくとも１つの成形磁心が前記少なくとも１つの巻線の少なくとも一部にプレス
されることを特徴とする、磁石要素。
【請求項２】
　前記少なくとも１つの巻線が、予形成コイル、半予形成コイル、非予形成コイル、予形
成クリップ、半予形成クリップ、非予形成クリップ及び打ち抜き導体箔の１つを含むこと
を特徴とする、請求項１に記載の磁石要素。
【請求項３】
　前記アモルファス粉末材料が鉄を主原料とするアモルファス粉末材料であることを特徴
とする、請求項１に記載の磁石要素。
【請求項４】
　前記アモルファス粉末材料がナノアモルファス粉末材料であることを特徴とする、請求
項１に記載の磁石要素。
【請求項５】
　前記少なくとも１つの成形磁心が第一成形磁心と第二成形磁心とを備え、前記少なくと
も１つの巻線が前記第一成形磁心と第二成形磁心との間で結合されることを特徴とする、
請求項１に記載の磁石要素。
【請求項６】
　前記第一成形磁心がＥＲ形成形磁心であり、かつ前記第二成形磁心がＩ形磁心であるこ
とを特徴とする、請求項５に記載の磁石要素。
【請求項７】
　前記第一成形磁心がＵ形磁心であり、かつ前記第二成形磁心がＩ形磁心であることを特
徴とする、請求項５に記載の磁石要素。
【請求項８】
　前記Ｉ形磁心がミス防止手段を備えることを特徴とする、請求項７に記載の磁石要素。
【請求項９】
　前記Ｕ形磁心が対称形であることを特徴とする、請求項７に記載の磁石要素。
【請求項１０】
　前記Ｕ形磁心が非対称形であることを特徴とする、請求項７に記載の磁石要素。
【請求項１１】
　前記アモルファス粉末材料が前記少なくとも１つの巻線の周りで結合され、一緒にプレ
スされて前記磁石要素を形成し、該磁石要素が少なくとも１つの成形磁心を備えることを
特徴とする、請求項１に記載の磁石要素。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つの成形磁心が少なくとも１つのＵ形磁心であることを特徴とする、
請求項１１に記載の磁石要素。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つの成形磁心がビーズ形磁心であり、前記少なくとも１つの巻線が１
つの巻線であることを特徴とする、請求項１１に記載の磁石要素。
【請求項１４】
　前記巻線がクリップであることを特徴とする、請求項１３に記載の磁石要素。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つの成形磁心が複数の成形磁心であり、かつ前記少なくとも１つの巻
線が複数の巻線であることを特徴とする、請求項１１に記載の磁石要素。
【請求項１６】
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　前記複数の成形磁心が複数のＵ形磁心であり、かつ前記複数の巻線が複数のクリップで
あり、前記複数のクリップの各々が前記複数のＵ形磁心の各々に対応することを特徴とす
る、請求項１５に記載の磁石要素。
【請求項１７】
　前記複数の巻線が直列に接続されることを特徴とする、請求項１５に記載の磁石要素。
【請求項１８】
　前記複数の巻線が並列に接続されることを特徴とする、請求項１５に記載の磁石要素。
【請求項１９】
　前記複数の巻線が多相電流用に接続されることを特徴とする、請求項１５に記載の磁石
要素。
【請求項２０】
　アモルファス粉末材料から製造された第一成形磁心と、
　アモルファス粉末材料から製造された第二成形磁心と、
　クリップであり、該クリップの少なくとも一部が前記第一成形磁心と前記第二成形磁心
との間で結合される、クリップと、
　を備え、
　前記第一成形磁心、前記第二磁心及び前記巻線が一緒にプレスされることを特徴とする
、磁石要素。
【請求項２１】
　前記アモルファス粉末材料が鉄を主原料とするアモルファス粉末材料であることを特徴
とする、請求項２０に記載の磁石要素。
【請求項２２】
　前記アモルファス粉末材料がナノアモルファス粉末材料であることを特徴とする、請求
項２０に記載の磁石要素。
【請求項２３】
　アモルファス粉末材料から製造された少なくとも１つの成形磁心を用意するステップと
、
　少なくとも１つの巻線の少なくとも一部を前記少なくとも１つの成形磁心に結合するス
テップと、
　前記少なくとも１つの成形磁心を前記少なくとも１つの巻線の少なくとも一部と一緒に
プレスするステップと、
　を含む、磁石要素を形成する方法。
【請求項２４】
　前記少なくとも１つの成形磁心が第一成形磁心と第二成形磁心とを備え、前記少なくと
も１つの巻線が前記第一成形磁心と前記第二成形磁心との間で結合されることを特徴とす
る、請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
　前記アモルファス粉末材料が前記少なくとも１つの巻線の周りで結合され、一緒にプレ
スされて前記磁石要素を形成し、該磁石要素が少なくとも１つの成形磁心を備えることを
特徴とする、請求項２３に記載の方法。
【請求項２６】
　前記少なくとも１つの成形磁心が複数の成形磁心であり、かつ前記少なくとも１つの巻
線が複数の巻線であることを特徴とする、請求項２３に記載の磁石要素。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概略的に電子要素及び前記電子要素を製造する方法、特にインダクタ、トラ
ンス及びこれらの製品を製造する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　典型的インダクタは、シールド磁心（コア）とドラム磁心、Ｕ形磁心とＩ形磁心、Ｅ形
磁心とＩ形磁心及びその他の対応する形状を含めて環状磁心と成形磁心を含む。このよう
なインダクタの典型的な磁心材料はフェライトまたは鉄（Ｆｅ）、Ｓｅｎｄｕｓｔ（Ａｌ
-Ｓｉ-Ｆｅ）、ＭＰＰ（Ｍｏ-Ｎｉ-Ｆｅ）およびＨｉｇｈＦｌｕｘ（Ｎｉ-Ｆｅ）を含む
通常の粉末磁心材料である。インダクタは、一般に磁心の周りに巻かれた電導性巻線を有
する。電導性巻線は、平らなまたは丸いマグネット線コイル、打ち抜き銅箔またはクリッ
プを含むが、これに限定されない。コイルはドラム磁心またはその他のボビン磁心の上に
直接巻かれる。巻線の両端はリードと呼ばれ、インダクタを電気回路に結合するために使
用される。巻線は用途の要件に応じて予形成、半予形成または非予形成とすることができ
る。別個の磁心を接着剤で結合できる。
【０００３】
　インダクタはより高い電流のものへ向かう傾向があるので、より柔軟な形状因子、より
丈夫な構成、より高い出力及びエネルギー密度、より高い効率及びより厳密なインダクタ
ンス及び直流抵抗（ＤＣＲ）公差を持つインダクタを提供する必要がある。直流-直流コ
ンバータ及び電圧調整モジュール（ＶＲＭ）には、より厳密なＤＣＲ公差を有するインダ
クタが必要とされることが多い。このようなインダクタは完成品の製造工程の点から現在
提供が困難である。典型的なインダクタにおいてより高い飽和電流及びより厳密なＤＣＲ
公差を与えるための既存の解決法は、非常に困難でコスト高になっており、典型的インダ
クタでは最良の性能が得られない。したがって、現在のインダクタは改良を必要とする。
【０００４】
　特定のインダクタ特性を改良するために、最近、磁心材料にアモルファス粉末材料を使
用して環状磁心が製造されている。環状磁心は、コイルまたは巻線を磁心に直接巻き付け
る必要がある。この巻付け工程において、磁心は簡単に砕ける可能性があるので、製造工
程を困難にし、表面実装技術における使用をよりコスト高にする。さらに、環状磁心はコ
イルの巻付けが不均等であり、コイルの張力が変動するので、ＤＣＲがあまり一定ではな
い。直流-直流コンバータ及びＶＲＭにおいては一般にＤＣＲが一定であることが要求さ
れる。プレス工程において加えられる高圧力のために、これまでアモルファス粉末材料を
用いて成形磁心を製造することは不可能であった。
【０００５】
　電子部品実装の進歩によって、微小構造を有するパワーインダクタを製造する傾向にな
っている。したがって、モデム電子デバイスに収められるように、磁心構造はさらに起伏
の小さい輪郭を持たなければならない。モデム電子デバイスの一部は細かったり非常に薄
い輪郭を持ったりする場合がある。起伏の小さい輪郭を有するインダクタを製造すると、
これまで製造者は多くの困難に遭遇したので、製造工程はコスト高になった。
【０００６】
　例えば、要素がどんどん小さくなると、要素が手巻きであるという性質ゆえに困難が生
じる。このような手巻き要素は製品自体に品質のバラツキをもたらす。別の困難は、成形
磁心が非常に脆弱で、製造工程全体において磁心に破砕を生じやすい点である。別の困難
は、ドラム磁心とシールド磁心、ＥＲ形磁心とＩ形磁心、及びＵ形磁心とＩ形磁心を含め
て（これに限定されない）２つの別個の磁心の間の間隙のふれが生じるためにインダクタ
ンスが一定ではないことである。さらなる困難は、巻付け工程における不均等な巻付け及
び張力によってＤＣＲが一定でないことである。上記の困難は、微小構造を有するインダ
クタを製造するとき遭遇する多くの困難の一部の例に過ぎない。
【０００７】
　他の要素と同様インダクタの製造工程は、競争の激しい電子部品製造業においてコスト
を削減する方法として精査されてきた。製造される要素が低コストの大量生産要素である
場合、製造コストの削減は特に望ましい。大量生産要素においては、製造コストのどのよ
うな削減も当然重要である。製造に使用される１つの材料は別の材料より高いコストであ
るかも知れない。しかし、製造工程における製品の信頼性及び一貫性は、よりコストの低
い材料を用いて製造された同じ製品の信頼性及び一貫性より高いので、よりコスト高の材
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料を使用することによって全体的製造コストは低くなる。このように、実際に製造された
製品が廃棄されることなくより多量に販売される可能性がある。さらに、要素の製造に使
用される１つの材料が別の材料よりコスト高であるが、労働力の節約が材料コストの増大
を相殺して余りある可能性もある。これらの例は製造コストを削減するための多くの方法
の一部に過ぎない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　特に回路基板に使用されるとき、要素のサイズを実質的に増大させることなくまた過度
な空間を占めることなく、下記の改良点の１つ以上を可能にできる磁心と巻線の構成を有
する磁石要素を提供することが望ましくなっている。すなわち、より柔軟な形状因子、よ
り丈夫な構成、より高い出力及びエネルギー密度、より高い効率、より広い作動周波数範
囲、より広い作動温度範囲、より高い飽和磁束密度、より効果的な透磁性、及びより厳密
なインダクタンス及びＤＣＲ公差である。また、低コストの製造を可能にし、より一定の
電気的及び機械的特性を得られる磁心と巻線の構成を有する磁石要素を提供することも望
ましくなっている。さらに、大きな生産ロット規模に対してＤＣＲを厳密に管理する磁石
要素を提供することが望ましい。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　磁石要素及び磁石要素を製造する方法について説明する。磁石要素はインダクタまたは
トランスを含むが、これに限定されない。この方法は、アモルファス粉末材料から製造さ
れた少なくとも１つの成形磁心を用意するステップと、少なくとも１つの巻線の少なくと
も一部を少なくとも１つの成形磁心に結合するステップと、少なくとも１つの成形磁心を
少なくとも１つの巻線の少なくとも一部と一緒にプレスするステップと、を含む。磁石要
素は、アモルファス粉末材料から製造された少なくとも１つの成形磁心と、少なくともそ
の一部が少なくとも１つの成形磁心に結合された少なくとも１つの巻線とを含み、前記少
なくとも１つの成形磁心は前記少なくとも１つの巻線の少なくとも一部にプレスされる。
巻線を予形成、半予形成または非予形成とすることができ、クリップまたはコイルを含む
が、これに限定されない。アモルファス粉末材料を、鉄を主原料とするアモルファス粉末
材料またはナノアモルファス粉末材料とすることができる。
【００１０】
　いくつかの形態によれば、２つの成形磁心はその間に配置される巻線によって結合され
る。この形態においては、成形磁心の一方はプレスされ、巻線はプレスされた成形磁心に
結合される。他方の成形磁心は巻線及びプレスされた成形磁心に結合されて、再びプレス
されて、磁石要素を形成する。アモルファス粉末材料またはナノアモルファス粉末材料か
ら成形磁心を製造できる。
【００１１】
　別の典型的形態によれば、アモルファス粉末材料は少なくとも１つの巻線の周りに結合
される。この形態においては、アモルファス粉末材料及び少なくとも１つの巻線は一緒に
プレスされて磁石要素を形成する。この形態において、磁石要素は成形磁心を有する。こ
の形態によれば、磁石要素は単一の成形磁心及び単一の巻線を持つか、または単一の構造
内に複数の成形磁心を備え、成形磁心は各々対応する巻線を有する。または、成形磁心を
ナノアモルファス粉末材料から製造できる。
【００１２】
　本発明の以上の及びその他の形態、目的、特徴及び利点は、図面付きの典型的実施形態
の以下の詳細な説明を考慮することによって当業者には明らかになるだろう。この実施形
態は現在考え得る本発明の最良の実施様式を含む。
【００１３】
　本発明の以上の及びその他の特徴及び形態は、添付図面に関連して以下の本発明の典型
的実施形態の説明を参照することによって理解できる。
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【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】典型的な実施形態による、製造工程の複数の段階におけるＥＲ－Ｉ形磁心を有す
るパワーインダクタの斜視図を示す。
【図２】典型的な実施形態による、製造工程の複数の段階におけるＵ－Ｉ形磁心を有する
パワーインダクタの斜視図を示す。
【図３Ａ】典型的な実施形態による対称形Ｕ形磁心の斜視図を示す。
【図３Ｂ】典型的な実施形態による非対称形Ｕ形磁心の斜視図を示す。
【図４】典型的な実施形態によるビーズ形磁心を有するパワーインダクタの斜視図を示す
。
【図５】典型的な実施形態による、単一構造として形成された複数のＵ形磁心を有するパ
ワーインダクタの斜視図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　図１～５を参照すると、磁石要素またはデバイスの様々な典型的な実施形態のいくつか
の図が示される。典型的な実施形態において、デバイスはインダクタであるが、下記の本
発明の利点は他のタイプのデバイスにも利益をもたらすことができる。下記の材料及び技
法は、起伏が小さい輪郭のインダクタの製造に特に有益であると考えられるが、インダク
タは本発明の利点が認められる電気要素の１つのタイプに過ぎない。したがって、本明細
書における説明は単なる例示であり、本発明の利点が、他のサイズ及びタイプのインダク
タ、並びにトランスを含めて（これに限定されない）他の電子要素にまで及ぶものと想定
する。したがって、本発明の概念の実施は本明細書において記述され図に示される典型的
実施形態に限定されない。さらに、図は正確に比例拡大縮小されたものではなく、各種の
要素の厚み及びその他のサイズは明確化のために誇張されている。
【００１６】
　図１は、典型的な実施形態による、製造工程の複数の段階におけるＥＲ－Ｉ形磁心を有
するインダクタの斜視図を示す。この実施形態において、パワーインダクタ１００はＥＲ
形磁心１１０、予形成されたコイル１３０及びＩ形磁心１５０を備える。
【００１７】
　ＥＲ形磁心１１０は概略的に正方形または長方形の形状を有し、ベース１１２、２つの
側壁１１４、１１５、２つの端壁１２０、１２１、レセプタクル１２４及び中心突起物ま
たはポスト１２６を有する。２つの側壁１１４、１１５はベース１１２の長手方向の全長
に伸び、外面１１６及び内面１１７を有し、内面１１７は中心突起物１２６に近接する。
２つの側壁１１４、１１５の外面１１６はほぼ平面であるのに対して、２つの側壁の内面
１１７は凹面である。２つの端壁１２０、１２１は、それぞれ２つの端壁１２０、１２１
の各々に間隙１２２、１２３が形成されるように、ベース１１２の各側壁の１１４、１１
５の端部からベース１１２の幅の一部に伸びる。２つの側壁１１４、１１５が相互の鏡像
になるように、この間隙１２２、１２３を実質的に２つの端壁１２０、１２１の各々の中
央に形成できる。レセプタクル１２４は２つの側壁１１４、１１５及び２つの端壁１２０
、１２１によって形成される。中心突起物１２６をＥＲ形磁心１１０のレセプタクル１２
４の中心に配置し、ＥＲ形磁心１１０のベース１１２から上向きに伸ばすことができる。
中心突起物１２６は２つの側壁１１４、１１５及び２つの端壁１２０、１２１の高さとほ
ぼ同じ高さまで伸びるか、またはその高さは２つの側壁１１４、１１５及び２つの端壁１
２０、１２１の高さより小さい。このようにして、中心突起物１２６は予形成コイル１３
０の内周１３２の中へ伸びて、予形成コイル１３０をＥＲ形磁心１１０に対して固定され
た事前に定められた中心位置に保持する。ＥＲ形磁心はこの実施形態においては対称形磁
心構造を持つものとして説明されているが、ＥＲ形磁心は、典型的な実施形態の範囲及び
思想から逸脱することなく、非対称形磁心構造を持つことができる。
【００１８】
　予形成されたコイル１３０は、１つまたはそれ以上の巻きを有するコイル及び２つの端
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子１３４、１３６またはリードを有する。端子は相互から１８０度の角度で予形成コイル
１３０から伸びる。２つの端子１３４、１３６は、予形成コイル１３０から外向きに伸び
、その後上向きに伸び、その後予形成コイル１３０に向かって内向きに戻る。それによっ
て、各々Ｕ形を形成する。予形成コイル１３０は予形成コイル１３０の内周１３２を画定
する。中心突起物１２６が予形成コイル１３０の内周１３２の中に伸びるように、予形成
コイル１３０の構成は、中心突起物１２６を介して予形成コイル１３０をＥＲ形磁心１１
０に結合するように設計される。予形成コイル１３０は銅から製造され、ニッケル及びス
ズでメッキされる。予形成コイルは銅から作られ、ニッケル及びスズメッキを施されるが
、本発明の範囲及び思想から逸脱することなく、金メッキ及びはんだ付けを含めて（これ
に限定されない）他の適切な導電性材料を予形成コイル１３０及び（または）２つの端子
１３４、１３６の製造に利用できる。さらに、予形成コイル１３０はこの実施形態におい
て使用できる１つのタイプの巻線として示されているが、本発明の範囲及び思想から逸脱
することなく、他のタイプの巻線を利用できる。さらに、この実施形態は予形成コイル１
３０を利用するが、本発明の範囲及び思想から逸脱することなく、半予形成巻線及び非予
形成巻線も使用できる。さらに、端子１３４、１３６は特定の構成で記述されているが、
本発明の範囲及び思想から逸脱することなく、別の構成を端子に使用できる。さらに、本
発明の範囲及び思想から逸脱することなく、予形成コイル１３０の形状を円形、正方形、
長方形またはその他の形状にすることができる。予形成コイル１３０または巻線の形状に
合わせて２つの側壁１１４、１１５及び２つの端壁１２０、１２１の内面を構成できる。
コイル１３０が複数の巻きを持つ場合、巻きの間の絶縁が必要な場合がある。絶縁をコー
ティングまたは巻きの間に配置できる他のタイプの絶縁材とすることができる。
【００１９】
　Ｉ形磁心１５０は概略的に正方形または長方形であり、実質的にＥＲ形磁心１１０のフ
ットプリントに一致する。Ｉ形磁心１５０は、２つの対向する端部１５２、１５４を有し
、各端部１５２、１５４はそれぞれ端子１３４、１３６の端部を収容する凹部１５３、１
５５を有する。凹部１５３、１５５は、端子１３４、１３６の端部の幅と比較してほぼ同
じまたは僅かに大きい幅を有する。
【００２０】
　典型的な実施形態において、ＥＲ形磁心１１０及びＩ形磁心１５０は、両方ともアモル
ファス粉末磁心材料から製造される。いくつかの実施形態によれば、アモルファス粉末磁
心材料は、鉄を主原料とするアモルファス粉末磁心材料である。鉄を主原料とするアモル
ファス粉末磁心材料の一例は約８０％の鉄と２０％の他の成分を含む。別の実施形態によ
れば、アモルファス粉末磁心材料は、コバルトを主原料とするアモルファス粉末磁心材料
である。コバルトを主原料とするアモルファス粉末磁心材料の一例は約７５％のコバルト
と２５％の他の成分を含む。さらに別の実施形態によれば、アモルファス粉末磁心材料は
ナノアモルファス粉末磁心材料である。
【００２１】
　この材料は、分散間隙構造を備え、結合材料は、製造された鉄を主原料とするアモルフ
ァス粉末材料内において間隙として作用する。典型的な材料は韓国ソウルのＡｍｏｓｅｎ
ｓｅによって製造され、製品番号ＡＰＨｘｘ（先進的粉末磁心）として販売される。ここ
で、ｘｘは材料の有効透磁率を表す。例えば、材料の有効透磁率が６０である場合、部品
番号はＡＰＨ６０である。この材料は高電流パワーインダクタ用に使用できる。さらに、
この材料は、インダクタ１００の異常な加熱を生じることなく、一般に約１ＭＨｚから約
２ＭＨｚの範囲の高い作動周波数で使用できる。この材料は、このように高い周波数範囲
に使用できるが、本発明の範囲及び思想から逸脱することなく、もっと低い及び高い周波
数に使用できる。アモルファス粉末磁心材料は、より高い飽和磁束密度、より低いヒステ
リシス磁心損失（hysteresis core loss）、より広い作動周波数範囲、より広い作動温度
範囲、より良い熱放散及びより高い有効透磁率を与えることができる。さらに、この材料
はより低い損失の分散間隙材料を与えることができ、それによって出力及びエネルギー密
度を最大化することができる。一般に、成形磁心の有効透磁率はプレス密度の問題のせい
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であまり高くはない。しかし、成形磁心にこの材料を使うことによって、以前よりずっと
高い有効透磁率を得ることができる。また、ナノアモルファス粉末材料は、鉄を主原料と
するアモルファス粉末材料の透磁率に比べて最高３倍の透磁率を可能にする。
【００２２】
　図１に示すように、ＥＲ形磁心１１０及びＩ形磁心１５０はアモルファス粉末材料から
プレス成形されて、ソリッド成形磁心を形成する。ＥＲ形磁心１１０をプレスすると、前
述のように予形成コイル１３０はＥＲ形磁心１１０に結合される。予形成コイル１３０の
端子１３４、１３６は２つの端壁１２０、１２１の間隙１２２、１２３を貫通して伸びる
。次に、Ｉ形磁心１５０は、端子１３４、１３６の端部がそれぞれＩ形磁心１５０の凹部
１５３、１５５内部で結合されるように、ＥＲ形磁心１１０及び予形成コイル１３０に結
合される。ＥＲ形磁心１１０、予形成コイル１３０及びＩ形磁心１５０はその後一緒にプ
レス成形されて、ＥＲ－Ｉ形インダクタ１００を形成する。Ｉ形磁心１５０は２つの対向
する端部１５２、１５４に形成される凹部１５３、１５５を持つものとして図示されるが
、Ｉ形磁心の凹部は、本発明の範囲及び思想から逸脱することなく省略できる。また、Ｉ
形磁心１５０は対称形として図示されるが、本発明の範囲及び思想から逸脱することなく
、下に説明するように、ミス防止手段（mistake proofing；ポカよけ）を有するＩ形磁心
を含めて非対称形のＩ形磁心を使用できる。
【００２３】
　図２は、典型的な実施形態による製造工程の複数の段階におけるＵ－Ｉ形磁心を有する
パワーインダクタの斜視図を示す。この実施形態において、パワーインダクタ２００は、
Ｕ形磁心２１０、予形成クリップ２３０及びＩ形磁心２５０を備える。本明細書において
使用される場合、Ｕ形磁心２１０は２つの側面２１２、２１４及び２つの端面２１６、２
１８を有し、２つの側面２１２、２１４は巻線またはクリップ２３０の方向に対して平行
であり、２つの端面２１６、２１８は巻線またはクリップ２３０の方向に直交する。さら
に、Ｉ形磁心２５０は、２つの側面２５２、２５４及び２つの端面２５６、２６０を有し
、２つの側面２５２、２５４は巻線またはクリップ２３０の方向に対して平行であり、２
つの端面２５６、２６０は巻線またはクリップ２３０の方向に直交する。この実施形態に
よれば、Ｉ磁心２５０はポカよけ式Ｉ形磁心２５０になるように修正されている。ポカよ
け式Ｉ形磁心２５０は、ポカよけ式Ｉ形磁心２５０の底部２５１の一方の側面２５２にお
いてそれぞれ２つの平行の端面２５６、２６０から除去部２５７、２６１を有し、ポカよ
け式Ｉ形磁心２５０の対向する側面２５４においてそれぞれ同じ２つの平行する端面２５
６、２６０から非除去部２５８、２６２を有する。
【００２４】
　予形成クリップ２３０は２つの端子２３４、２３６またはリードを有する。除去部２５
７、２６１に予形成クリップ２３０を配置しかつ予形成クリップ２３０がそれ以上動かな
くなるまで予形成クリップ２３０を非除去部２５８、２６２へ向けてスライドさせること
によって、端子をポカよけ式Ｉ形磁心２５０の周りに結合できる。予形成クリップ２３０
は、製造工程においてメッキの屈曲及び割れが大幅に減少するので、非予形成クリップに
比べてより良好なＤＣＲ制御を可能にする。ポカよけ式Ｉ形磁心２５０は、Ｕ形磁心２１
０をポカよけ式Ｉ磁心２５０に迅速に、容易にかつ正確に結合できるように、予形成クリ
ップ２３０を適切に位置決めできるようにする。図２に示すように、ポカよけ式Ｉ形磁心
２５０の底部２５１のみがポカよけを行う。この実施形態においてはポカよけ式Ｉ形磁心
２５０の底部２５１のみがポカよけを行うが、典型的な実施形態の範囲及び思想から逸脱
することなく、単独でまたは他の面と組合せで別の面がポカよけを行うことができる。例
えば、図２に示すようにＩ形磁心２５０の底部２５１だけでなく、Ｉ形磁心の対向する端
面２５６、２６０のみにまたは対向する端面２５６、２６０及び底部２５１にポカよけを
配置できる。さらに、別の実施形態によればポカよけなしにＩ形磁心２５０を形成するこ
とができる。
【００２５】
　予形成クリップ２３０は銅から製造され、ニッケル及びスズでメッキされる。予形成ク
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リップ２３０は銅から作られニッケル及びスズメッキを施されるが、本発明の範囲及び思
想から逸脱することなく、金メッキ及びはんだ付けを含めて（これに限定されない）他の
適切な導電性材料用を予形成クリップ２３０及び（または）２つの端子２３４、２３６の
製造に利用できる。さらに、この実施形態においては予形成クリップ２３０が使用される
が、本発明の範囲及び思想から逸脱することなく、クリップ２３０を部分的に予形成する
かまたは予形成しなくてもよい。さらに、この実施形態においては予形成クリップ２３０
が示されているが、本発明の範囲及び思想から逸脱することなく任意の形態の巻線を使用
できる。
【００２６】
　ポカよけ式Ｉ形磁心２５０の除去部２５７、２６１の寸法は、本発明の範囲及び思想か
ら逸脱することなくそれぞれ図３Ａ及び図３Ｂに関連して説明する対称形Ｕ形磁心または
非対称形Ｕ形磁心を利用できるように定められる。Ｕ形磁心２１０の寸法は、ポカよけ式
Ｉ形磁心２５０の幅と実質的に同じ幅及びポカよけ式Ｉ形磁心２５０の長さと実質的に同
じ長さを持つように定められる。Ｕ形磁心２１０の寸法は上記のように図示されているが
、本発明の範囲及び思想から逸脱することなく寸法を変更できる。
【００２７】
　図３Ａは、典型的な実施形態による対称形Ｕ形磁心の斜視図を示す。対称形Ｕ形磁心３
００は１つの面３１０及びその反対面３２０を有し、１つの面３１０は実質的に平面であ
り、反対面３２０は第一脚３２２、第二脚３２４及び第一脚３２２と第二脚３２４との間
に形成されるクリップ溝３２６を有する。対称形Ｕ形磁心３００において、第一脚３２２
の幅は第二脚３２４の幅と実質的に等しい。対称形Ｕ形磁心３００はＩ形磁心に結合され
、予形成クリップ２３０の一部はクリップ溝３２６内部に配置される。特定の典型的な実
施形態によれば、予形成クリップ２３０の端子２３４、２３６はＩ形磁心２５０の底部２
５１に結合される。しかし、別の典型的な実施形態においては、予形成クリップ２３０の
端子２３４、２３６をＵ形磁心３００の１つの面３１０に結合できる。
【００２８】
　図３Ｂは、典型的な実施形態による非対称形Ｕ形磁心の斜視図を示す。非対称形Ｕ形磁
心３５０は１つの面３６０及びその反対面３７０を有し、１つの面は実質的に平面であり
、反対面３７０は第一脚３７２、第二脚３７４及び第一脚３７２と第二脚３７４との間に
形成されるクリップ溝３７６を有する。非対称形Ｕ形磁心３５０において、第一脚３７２
の幅は第二脚３７４の幅と実質的に等しくない。この非対称形Ｕ磁心３５０はＩ形磁心２
５０に結合され、予形成クリップ２３０の一部はクリップ溝３７６内部に配置される。特
定の典型的な実施形態によれば、予形成クリップ２３０の端子２３４、２３６はＩ形磁心
２５０の底部２５１に結合される。しかし、別の実施形態において、予形成クリップ２３
０の端子２３４、２３６をＵ形磁心３５０の１つの面に結合できる。非対称形Ｕ形磁心３
５０を使用する１つの理由は、磁気経路全体でより均等の磁束密度分布を与えることであ
る。
【００２９】
　典型的な実施形態において、Ｕ形磁心２１０及びＩ形磁心２５０は両方ともアモルファ
ス粉末磁心材料から製造される。これはＥＲ形磁心１１０及びＩ形磁心１５０に関連して
上に説明したのと同じ材料である。いくつかの実施形態によれば、アモルファス粉末磁心
材料は、鉄を主原料とするアモルファス粉末磁心材料である。さらに、この磁心材料にナ
ノアモルファス粉末材料を使用できる。図２に示すように、予形成クリップ２３０はＩ形
磁心２５０に結合され、Ｕ形磁心２１０は、予形成クリップ２３０がＵ形磁心２１０のク
リップ溝内に配置されるようにＩ形磁心２５０及び予形成クリップ２３０に結合される。
Ｕ形磁心２１０は、Ｕ形磁心３１０として示される対称形でもＵ形磁心３５０として示さ
れる非対称形でもよい。次にＵ形磁心２１０、予形成クリップ２３０及びＩ形磁心２５０
を一緒にプレス成形して、ＵＩ形インダクタ２００を形成する。プレス成形は、予形成ク
リップ２３０の周りに磁心２１０、２５０を型成形（form mould）することによって、概
略的に予形成クリップ２３０と磁心２１０、２５０との間に在る物理的間隙を除去する。
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【００３０】
　図４は、典型的な実施形態によるビーズ形磁心（bead core）を有するパワーインダク
タの斜視図を示す。この実施形態において、パワーインダクタ４００はビーズ形磁心４１
０及び半予形成クリップ４３０を備える。本明細書において使用される場合、ビーズ形磁
心４１０は２つの側面４１２、４１４及び２つの端面４１６、４１８を有し、２つの側面
４１２、４１４は巻線またはクリップ４３０に対して平行であり、２つの端面４１６、４
１８は巻線またはクリップ４３０に直交する。
【００３１】
　典型的な実施形態において、ビーズ形磁心４１０は、ＥＲ形磁心１１０及びＩ形磁心１
５０に関連して上で説明したのと同じ材料であるアモルファス粉末磁心材料から製造され
る。いくつかの実施形態によれば、アモルファス粉末磁心材料は鉄を主原料とするアモル
ファス粉末磁心材料である。さらに、この磁心材料としてナノアモルファス粉末材料も使
用できる。
【００３２】
　半予形成クリップ４３０は、対向する２つの端面４１６、４１８に２つの端子またはリ
ード４３４、４３６を備えており、ビーズ形磁心４１０内部中央に半予形成クリップ４３
０の一部を通過させ、２つの端子４３４、４３６をビーズ形磁心４１０の２つの端面４１
６、４１８の周りに巻き付けることによって、半予形成クリップをビーズ形磁心４１０に
結合できる。半予形成クリップ４３０は、製造工程においてメッキ部の曲げ及び割れが大
幅に減少するので、非予形成クリップと比べてより良好なＤＣＲ制御が得られる。
【００３３】
　半予形成クリップ４３０は銅から製造されて、ニッケル及びスズでメッキされる。半予
形成クリップ４３０は銅で作られニッケル及びスズのメッキを施されるが、本発明の範囲
及び思想から逸脱することなく、金メッキ及びはんだ付けを含めて（これに限定されない
）他の適切な導電性材料を半予形成クリップ４３０の製造に利用できる。さらに、この実
施形態においては半予形成クリップ４３０が使用されるが、本発明の範囲及び思想から逸
脱することなくクリップ４３０を予形成しなくてもよい。さらに、この実施形態において
は半予形成クリップ４３０が示されているが、本発明の範囲及び思想から逸脱することな
く任意の形態の巻線を使用できる。
【００３４】
　図４に示すように、半予形成クリップ４３０は、ビーズ形磁心４１０内部に半予形成ク
リップ４３０の一部を通過させ、２つの端子４３４、４３６をビーズ形磁心４１０の２つ
の端面４１６、４１８の周りに巻き付けることによって、ビーズ形磁心４１０に結合され
る。いくつかの実施形態において、ビーズ形磁心４１０の底部４５０の１つの側面４１２
に除去部４４０及びビーズ形磁心４１０の反対側４１４に非除去部４４２を持つようにビ
ーズ形磁心４１０を変更できる。端子４３４、４３６が除去部４４２内部に位置するよう
に半予形成クリップ４３０の２つの端子４３４、４３６をビーズ形磁心４１０の底部４５
０に配置できる。ビーズ形磁心は除去部と非除去部を持つように図示されているが、本発
明の範囲及び思想から逸脱することなく、除去部を省略するようにビーズ形磁心を形成す
ることができる。
【００３５】
　典型的な実施形態によれば、まずアモルファス粉末磁心材料をシートに形成し、その後
半予形成クリップ４３０の周りにこれを包むまたは巻き付けることができる。半予形成ク
リップ４３０の周りにアモルファス粉末磁心材料を巻いたら、アモルファス粉末磁心材料
と半予形成クリップ４３０を高圧でプレスすることによって、パワーインダクタ４００を
形成できる。プレス成形は、半予形成クリップ４３０の周りにビーズ形磁心４１０を型成
形することによって、概略的に半予形成クリップ４３０とビーズ形磁心４１０との間に在
る物理的間隙を除去する。
【００３６】
　別の典型的な実施形態によれば、アモルファス粉末磁心材料及び半予形成クリップ４３
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０は、アモルファス粉末磁心材料が半予形成クリップ４３０の少なくとも一部を取り囲む
ように、型（図示せず）内部に配置される。その後、アモルファス粉末磁心材料と半予形
成クリップ４３０を高圧でプレスすることによって、パワーインダクタを形成できる。プ
レス成形は、ビーズ形磁心４１０を半予形成クリップ４３０の周りに型成形することによ
って、概略的に半予形成クリップ４３０とビーズ形磁心４１０との間に在る物理的間隙を
除去する。
【００３７】
　さらに、上記のインダクタを形成するために別の方法を使用できる。第一の別の方法に
おいて、アモルファス粉末磁心材料を高圧でプレスし、その後巻線をビーズ形磁心に結合
し、さらにその後ビーズ形磁心と追加のアモルファス粉末磁心材料の少なくとも一部との
間に巻線が配置されるようにビーズ形磁心に追加のアモルファス粉末磁心材料を加えるこ
とによって、ビーズ形磁心を形成できる。その後、ビーズ形磁心、巻線及び追加のアモル
ファス粉末磁心材料を一緒に高圧でプレスして、この実施形態において説明されるパワー
インダクタを形成する。第二の別の方法において、アモルファス粉末磁心材料を高圧でプ
レスし、その後２つの別個の成形磁心の間に巻線を配置し、その後追加のアモルファス粉
末磁心材料を加えることによって、２つの別個の成形磁心を形成できる。その後２つの別
個の成形磁心、巻線及び追加のアモルファス粉末材料を一緒に高圧でプレスして、この実
施態様において説明されるパワーインダクタを形成する。第三の別の実施形態において、
射出成形を使用してアモルファス粉末磁心材料及び巻線を一緒に成形できる。この実施形
態においてはビーズ形磁心について説明するが、典型的な実施形態の範囲及び思想から逸
脱することなく他の成形磁心を利用できる。
【００３８】
　図５は、典型的な実施形態による単一構造として形成された複数のＵ形磁心を有するパ
ワーインダクタの斜視図を示す。この実施形態において、パワーインダクタ５００は、単
一構造５０５として形成された４つのＵ形磁心５１０、５１５、５２１、５２５及び４つ
のクリップ５３０、５３２、５３４、５３６を備える。各クリップ５３０、５３２、５３
４、５３６はそれぞれＵ形磁心５１０、５１５、５２０、５２５の１つに結合され、各ク
リップ５３０、５３２、５３４、５３６は予形成されない。本明細書において使用される
場合、インダクタ５００は２つの側面５０２、５０４及び２つの端面５０６、５０８を有
し、２つの側面５０２、５０４は巻線またはクリップ５３０、５３２、５３４、５３６に
対して平行であり、２つの端面５０６、５０８は巻線またはクリップ５３０、５３２、５
３４、５３６に直交する。４つのＵ形磁心５１０、５１５、５２０、５２５及び４つのク
リップ５３０、５３２、５３４、５３６が単一の構造５０５を形成するように図示される
が、本発明の範囲及び思想から逸脱することなく、もっと多数または少数のＵ形磁心とこ
れに対応する数のクリップを使用して単一の構造を形成できる。
【００３９】
　典型的な実施形態において、磁心材料は鉄を主原料とするアモルファス粉末磁心材料か
ら製造される。これは、ＥＲ形磁心１１０及びＩ形磁心１５０に関連して上で説明したの
と同じ材料である。さらに、この磁心材料としてナノアモルファス粉末材料も使用できる
。
【００４０】
　各クリップ５３０、５３２、５３４、５３６は対向する端面に２つの端子またはリード
５４０（図示せず）、５４２を有する。Ｕ形磁心５１０、５１５、５２０、５２５の各々
の内部中心にクリップ５３０、５３２、５３４、５３６の一部を通過させ、インダクタ５
００の２つの端面５０６、５０８の周りに各クリップ５３０、５３２、５３４、５３６の
２つの端子５４０（図示せず）、５４２を巻き付けることによって、各クリップをＵ形磁
心５１０、５１５、５２０、５２５の各々に結合できる。
【００４１】
　クリップ５３０、５３２、５３４、５３６は銅から製造されて、ニッケル及びスズでメ
ッキされる。クリップ５３０、５３２、５３４、５３６は銅から作られてニッケル及びス
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ズのメッキを施されるが、本発明の範囲及び思想から逸脱することなく、金メッキ及びは
んだ付けを含めて（これに限定されない）他の適切な導電性材料をクリップの製造に利用
できる。また、この実施形態においてはクリップ５３０、５３２、５３４、５３６が示さ
れているが、本発明の範囲及び思想から逸脱することなく他の形態の巻線を使用できる。
【００４２】
　図５に示すように、クリップ５３０、５３２、５３４、５３６は、Ｕ形磁心５１０、５
１５、５２０、５２５の各々の内部にクリップ５３０、５３２、５３４、５３６の各々の
一部を通過させ、インダクタ５００の２つの端面５０６、５０８の周りに各予形成クリッ
プ５３０、５３２、５３４、５３６の２つの端子５４０（図示せず）、５４２を巻き付け
ることによって、Ｕ形磁心５１０、５１５、５２０、５２５に結合される。
【００４３】
　典型的な実施形態によれば、まず、アモルファス粉末磁心材料をシートに形成して、そ
の後クリップ５３０、５３２、５３４、５３６の周りにこれを巻き付けることができる。
クリップ５３０、５３２、５３４、５３６の周りにアモルファス粉末磁心材料を巻き付け
たら、アモルファス粉末磁心材料とクリップ５３０、５３２、５３４、５３６を高圧でプ
レスすることによって、単一構造５０５として形成された複数のＵ形磁心５１０、５１５
、５２０、５２５を有するＵ形インダクタ５００を形成することができる。プレス成形は
、クリップ５３０、５３２、５３４、５３６の周りに磁心５１０、５１５、５２０、５２
５を型成形することによって、概略的にクリップ５３０、５３２、５３４、５３６と磁心
５１０、５１５、５２０、５２５との間に在る物理的間隙を除去する。
【００４４】
　別の典型的な実施形態によれば、アモルファス粉末磁心材料がクリップ５３０、５３２
、５３４、５３６の少なくとも一部を取り囲むように、アモルファス粉末磁心材料及びク
リップ５３０、５３２、５３４、５３６を型（図示せず）内部に配置する。その後、アモ
ルファス粉末磁心材料とクリップ５３０、５３２、５３４、５３６を高圧でプレスするこ
とによって、単一構造５０５として形成された複数のＵ形磁心５１０、５１５、５２０、
５２５を有するＵ形インダクタ５００を形成できる。プレス成形は、クリップ５３０、５
３２、５３４、５３６の周りに磁心５１０、５１５、５２０、５２５を型成形することに
よって、概略的にクリップ５３０、５３２、５３４、５３６と磁心５１０、５１５、５２
０、５２５との間に在る物理的間隙を除去する。
【００４５】
　さらに、上記のインダクタを形成するために別の方法を使用できる。第一の別の方法に
おいて、アモルファス粉末磁心材料を高圧でプレスし、その後複数の巻線を複数のＵ形磁
心の各々に結合し、さらにその後複数の巻線が複数のＵ形磁心と追加のアモルファス粉末
磁心材料の少なくとも一部との間に配置されるように複数のＵ形磁心に追加のアモルファ
ス粉末磁心材料を加えることによって、複数のＵ形磁心を一緒に形成できる。その後、複
数のＵ形磁心、複数の巻線及び追加のアモルファス粉末磁心材料を一緒に高圧でプレスし
て、この実施形態において説明されるパワーインダクタを形成する。第二の別の方法にお
いて、アモルファス粉末磁心材料を高圧でプレスし、その後２つの別個の成形磁心の間に
複数の巻線を配置し、その後追加のアモルファス粉末磁心材料を加えることによって、２
つの別個の成形磁心を形成できる。別個の各成形磁心は一緒に結合された複数の成形磁心
を有する。その後、２つの別個の成形磁心、複数の巻線及び追加のアモルファス粉末材料
を一緒に高圧でプレスして、この実施態様において説明されるパワーインダクタを形成す
る。第三の別の実施形態において、射出成形を使用して、アモルファス粉末磁心材料と複
数の巻線を一緒に成形できる。この実施形態においては複数のＵ形磁心について説明する
が、典型的な実施形態の範囲及び思想から逸脱することなく他の形状の磁心を利用できる
。
【００４６】
　さらに、基板（図示せず）上の回路接続に基づいてまた用途に応じて、複数のクリップ
５３０、５３２、５３４、５３６を相互に並列にまたは直列に接続できる。さらに、多相
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例えば３相及び４相の電流に対処するようにこれらのクリップ５３０、５３２、５３４、
５３６を設計できる。
【００４７】
　いくつかの実施形態を開示したが、本発明は、他の実施形態の教示に基づいて１つの実
施形態に加えられる修正を含むものと想定される。
【００４８】
　本発明は特定の実施形態に関連して説明されているが、これらの説明は限定的意味を成
すことを意図していない。開示された実施形態の様々な修正及び本発明の別の実施形態は
、本発明の説明を参照すれば当業者には明白になる。本発明の目的を実現する目的で修正
するためまたは他の構造を設計するための土台として開示された概念及び特定の実施形態
を容易に利用できることが、当業者には分かるはずである。また、このような同等の構成
は特許請求の範囲に示される本発明の思想及び範囲から逸脱しないことも、当業者には分
かるはずである。したがって、特許請求の範囲は、本発明の範囲に属する修正または実施
形態を包含するものと想定される。

【図１】 【図２】
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