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(57)【要約】
【目的】
　設計および製造工数を低減すると共に、樹脂充填も容
易に行える点火コイルを提供する
【解決手段】
プラグホール直上に配置し、プラグホールの外に１次コ
イルと２次コイルおよびコアの全部あるいは一部を収容
すると共に内部を樹脂充填するコイル収容部と、プラグ
ホールの中に挿設される高圧タワー部とを有し、前記２
次コイルから得られる高電圧を点火プラグに伝達する高
圧導電体が前記高圧タワー部内に配置された点火コイル
において、前記コイル収容部と高圧タワー部とは同一の
ケースから構成され、少なくともコイル収容部には樹脂
が充填されている。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プラグホール直上に配置し、プラグホールの外に１次コイルと２次コイルおよびコアの
全部あるいは一部を収容すると共に内部を樹脂充填するコイル収容部と、プラグホールの
中に挿設される高圧タワー部とを有し、前記２次コイルから得られる高電圧を点火プラグ
に伝達する高圧導電体が前記高圧タワー部内に配置された点火コイルにおいて、前記コイ
ル収容部と高圧タワー部とは同一のケースから構成され、少なくともコイル収容部には樹
脂が充填されたことを特徴とする点火コイル。
【請求項２】
　高圧タワー部に配置される高圧導電体周辺の少なくとも一部には空間を設け、当該空間
とコイル収容部内の空間が連通し、ケース内への充填樹脂がコイル収容部を介して高圧タ
ワー内部へも充填していることを特徴とする請求項１記載の点火コイル。
【請求項３】
　高圧タワー部の少なくとも一部には高圧導電体の位置決めと固定を行うための支持部を
設け、当該支持部にはコイル収容部からの樹脂が高圧タワー部に流入する如く貫通孔ある
いは貫通溝の少なくとも一つが形成されていることを特徴とする請求項１又は２に記載の
点火コイル。
【請求項４】
　高圧導電体の点火プラグ側端部には高圧端子を備え、当該高圧端子上面を凹構造とし、
当該凹部に高圧導電体を装着したことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の点火コ
イル。
【請求項５】
　ケース開口部がケース上面で且つ高圧タワーの軸方向に対して垂直に設けられているこ
とを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の点火コイル。
【請求項６】
　高圧導電体が棒状の金属材から構成されたことを特徴とする請求項１又は請求項２に記
載の点火コイル。
【請求項７】
　高圧導電体の少なくとも一部の軸方向内部を空洞化したパイプ状としたことを特徴とす
る請求項１又は請求項２に記載の点火コイル。
【請求項８】
　高圧導電体の点火プラグ側端部には高圧端子を備え、当該高圧端子上面を凸構造とし、
当該凸部に高圧導電体のパイプ状係合部と接続したことを特徴とする請求項１又は２に記
載の点火コイル。
【請求項９】
ケースと一体化で形成された高圧タワー部の当該高圧導電体周辺部の肉厚は１ｍｍ程度と
して、出力電圧＞ケース高圧タワー部の耐電圧としていることを特徴とする請求項２に記
載の点火コイル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は内燃機関用の点火コイルに関し、特にプラグホールの直上に１次コイルと２次
コイルおよびコアを配置する点火コイルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より内燃機関の点火コイルにおいては、プラグホールの外側に１次コイルと２次コ
イルおよびコアの全て、あるいはこの一部をケースに収容すると共に、バッテリから１次
電源を供給するコネクタを当該ケースに備え、２次コイルから発生する数十ＫＶの高電圧
を点火プラグへ供給する点火コイルが提案されている。そして、当該高電圧は、２次コイ
ルからプラグホールを介して点火プラグに伝えられることになるが、この場合、前記２次
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コイルと点火プラグの高電圧入力端子とはプラグホールに挿入されるプラグソケットを介
して接続されている。
【０００３】
　従来では、例えば特開２０００－１８２７４５号（特許文献１）に示されるように、点
火コイル部分としての１次コイルと２次コイルおよびコアをプラグホール直上に配置され
るケースに収容し、当該ケース内部をプラグホールから略垂直方向に開口された開口部か
ら充填樹脂を流し込むことで点火コイル部を形成し、当該ケースのプラグホールに位置す
る部分には高圧タワーを突出させ、当該高圧タワーには別部品のプラグソケット、および
点火プラグとの接続部分にはブーツ部を備えている。
【０００４】
　すなわち、上記特許文献１の構成では、点火コイル部分を収容するケースと当該ケース
に一体に設けられた高圧タワーと、プラグソケットおよびブーツの３つの部品を組み合わ
せることで点火コイルを構成している。その他、特開２００６－３１０７７５号をはじめ
として、点火コイル部分をプラグホールの外に配置する点火コイルにおいては、前記プラ
グソケットに相当する部品はケースとは別体で設けられている３体式構造の点火コイルが
あり、また、前記プラグソケットとブーツとをゴム等の弾性材料で一体化した２体式構造
の点火コイルが提案されている。
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－１８２７４５号公報
【特許文献２】特開２００６－３１０７７５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述したような、主にケースとプラグソケットとを別体として構成する点火コイルにお
いては次のような問題が生じる。すなわち、ケースとプラグソケットとを別部品とするこ
とでそれぞれの部品を個別に設計しなくてはならない点、また部品点数あるいは組み立て
工数の増加が問題となっており、ブーツを延長し弾性材料でプラグソケットに相当する部
品を構成した２体式のものでは、点火プラグへの着脱時の強度が不足するために、当該強
度向上を図るために内部導電部材の心材を大径化するか補強部材を設けなければならない
といった課題が生じている。
【０００７】
　また、特に特許文献１に開示の点火コイルでは、ケース内の充填樹脂を高圧タワーの略
垂直方向から流し込むために、高圧タワーの存在する部分の樹脂充填においては十分な充
填を行うことが困難なものでもあった。
【０００８】
　本発明はこのような課題に鑑み、設計および製造工数を低減すると共に、樹脂充填も容
易に行える点火コイル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】
【０００９】
　上記課題を解決するために、本発明では次のような構成とする。請求項１においては、
プラグホール直上に配置し、プラグホールの外に１次コイルと２次コイルおよびコアの全
部あるいは一部を収容すると共に内部を樹脂充填するコイル収容部と、プラグホールの中
に挿設される高圧タワー部とを有し、前記２次コイルから得られる高電圧を点火プラグに
伝達する高圧導電体が前記高圧タワー部内に配置された点火コイルにおいて、前記コイル
収容部と高圧タワー部とは同一のケースから構成され、少なくともコイル収容部には樹脂
が充填されたことを特徴とする。
【００１０】
　請求項２では、高圧タワー部に配置される高圧導電体周辺の少なくとも一部には空間を
設け、当該空間とコイル収容部内の空間が連通し、ケース内への充填樹脂がコイル収容部
を介して高圧タワー内部へも充填していることを特徴とする。
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【００１１】
　請求項３では、高圧タワー部の少なくとも一部には高圧導電体の位置決めと固定を行う
ための支持部を設け、当該支持部にはコイル収容部からの樹脂が高圧タワー部に流入する
如く貫通孔あるいは貫通溝の少なくとも一つが形成されていることを特徴とする。
【００１２】
　また、高圧導電体の点火プラグ側端部には高圧端子を備え、当該高圧端子上面を凹構造
とし、当該凹部に高圧導電体を装着してもよいし、ケース開口部がケース上面で且つ高圧
タワーの軸方向に対して垂直に設けられていてもよい。また、高圧導電体が棒状の金属材
あるいは、少なくとも一部の軸方向内部を空洞化したパイプ状としてもよい。また、高圧
導電体の点火プラグ側端部には高圧端子を備え、当該高圧端子上面を凸構造とし、当該凸
部に高圧導電体のパイプ状係合部と接続してもよいし、ケースと一体化で形成された高圧
タワー部の当該高圧導電体周辺部の肉厚は１ｍｍ程度、即ち「出力電圧＞ケース高圧タワ
ー部の耐圧」としてもよい。
【発明の効果】
【００１３】
　プラグホール直上に配置し、プラグホールの外に１次コイルと２次コイルおよびコアの
全部あるいは一部を収容すると共に内部を樹脂充填するコイル収容部と、プラグホールの
中に挿設される高圧タワー部とを有し、前記２次コイルから得られる高電圧を点火プラグ
に伝達する高圧導電体が前記高圧タワー部内に配置された点火コイルにおいて、前記コイ
ル収容部と高圧タワー部とは同一のケースから構成され、少なくともコイル収容部には樹
脂が充填された構造により、ケース設計において高圧タワー部までの設計が終了すると共
に、従来組み立て工程で発生していたケースと高圧タワー部の組み付け作業が不要になる
。また、当該高圧タワー部の空間においてケース樹脂を充填することで同時に高圧リード
端子も樹脂充填でき、当該高圧リード端子の絶縁が行える。
【００１４】
　高圧タワー部に配置される高圧導電体周辺の少なくとも一部には空間を設け、当該空間
とコイル収容部内の空間が連通し、ケース内への充填樹脂がコイル収容部を介して高圧タ
ワー内部へも充填することでケース本体の肉厚を薄くし、絶縁と強度向上を充填樹脂で行
うことで生産コストの低減と熱等の応力に強い点火コイルとすることができる。また、空
間により設計の寸法的な余裕が生まれ、異なる部品の寸法ばらつき（公差）の許容範囲が
広がる。
【００１５】
　高圧タワー部の少なくとも一部には高圧導電体の位置決めと固定を行うための支持部を
設け、当該支持部にはコイル収容部からの樹脂が高圧タワー部に流入する如く貫通孔ある
いは貫通溝の少なくとも一つが形成されていることで、高圧導電体の位置決めが確実に行
えると共に、コイル収容部からの樹脂の流れがスムーズに行え、高圧タワー部内の空間へ
の樹脂充填が確実に行える。
【００１６】
　高圧導電体の点火プラグ側端部には高圧端子を備え、当該高圧端子上面を凹構造とし、
当該凹部に高圧導電体を装着することで、高圧端子の下端部分の固定が確実に行える。ま
た、ケース開口部がケース上面に設けることでケース内へ充填する樹脂が十分に高圧タワ
ー部にも充填される。また、高圧導電体の少なくとも一部の軸方向内部を空洞化したパイ
プ状とすることで、２次コイルに発生する高電圧を広い接触面積で後段の端子へ伝えるこ
とができ、接触抵抗の低減が図れる。
【実施例】
【００１７】
　次に本発明の実施例について説明する。本発明の第１の実施例とする点火コイルの側面
断面図を図１に、当該図１の構成をもとにした組み立て次の各部品の展開図を図２にそれ
ぞれ示す。図１と図２において、点火コイル１００は、上面を開口部１２０として開口し
たケース１１０に後述のコイル部２００を収容するコイル収容部１１１と、当該コイル収
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容部１１１と点火プラグ５００との間に形成される高圧タワー部１１２とから構成されて
いる。また、上記コイル収容部１１１の底面には図示しないプラグホール６００開口部と
のシール性を保つためのゴム等の弾性材からなるレインカバー部４００が備えられ、また
、高圧タワー部１１２と点火プラグ５００との間にはゴム等の弾性材からなるブーツ部３
００が備えられている。なお本実施例においては、コイル収容部に納められるコイル部２
００はプラグホール６００より外側に位置している。
【００１８】
　上記コイル収容部１１１には、コア２３０と当該コア２３０の一部に巻回される１次コ
イル２１０と２次コイル２２０とから構成される一般的なコイル部２００を収容している
。本実施例においては、コイル収容部１１１の上面を開口部１２０として開口しており、
当該開口部１２０から前記コイル部２００を挿入し、樹脂１３０を充填している。
【００１９】
　周知の通り、当該コイル部２００は、図示しない車両用のバッテリから１次電圧（１２
Ｖ程度）を供給し、２次コイルから数十ＫＶの高電圧を出力し、当該高電圧を点火プラグ
５００に供給することで内燃機関における燃料への点火動作を行っている。一般には前記
バッテリからの１次電圧は図示しない１次コネクタにより供給される。図１においては、
２次コイル２２０からの高電圧の取り出しは２次ボビンに設けられる２次コイル端子２２
２によりなされ、当該２次電圧は当該２次コイル端子２２２から中継端子１６０を介して
後述の高圧導電体１６２－高圧端子１７０－プラグ接続端子１７２を通って点火プラグ５
００へ供給される。また近時の独立気筒での点火制御を備える点火コイルにあっては、上
記構成の他に点火制御用イグナイタをコイル収容部１１１に備えることもある。
【００２０】
　前記中継端子１６０はコイル収容部１１１の底面部内壁に固定されてる如く配置され、
この一部は、前記コイル部２００のコイル収容部１１１挿入時に前記２次コイル端子２２
２と接触するように位置決めされていると共に、別の一部は高圧導電体１６２にも接触す
るように位置決めされている。
【００２１】
　次に高圧タワー部１１２について述べる。高圧タワー部１１２はケース１１０の一部と
して前記コイル収容部１１１の下面から点火プラグ５００に向かって伸延し、且つこの全
てがプラグホール６００に収まる形状をなしており、内部の空間１１３には棒状の高圧導
電体１６２を配置している。すなわち、本実施例においては、コイルケース収容部１１１
と高圧タワー部１１２とは一体成型でケース１１０を構成している。当該高圧タワー部の
下端は点火プラグ５００の端子に接続されるバネ状のプラグ接続端子１７２の外周を囲む
ように断面コ字状の形状をなしており、当該部分にはカップ状の高圧端子１７０が備えら
れている。当該高圧端子１７０は下面をプラグ接続端子１７２に接触させると共に、上面
は高圧導電体１６２に接触させており、特に高圧導電体１６２との接触は、端子の中心部
分を凹構造とすることで、高圧導電体１６２の一端（下端）を抱え込むような構造として
いる。また高圧導電体１６２の他端（上端）は前述の通り中継端子１６０の一部に接触し
ており、当該位置決めと固定のために高圧導電体１６２の他端付近には高圧タワー部１１
２の内壁を肉盛りした支持部１１４が形成されている。以上の通り、高圧タワー部１１２
の空間１１３に挿設される高圧導電体１６２は高圧端子１７０の凹と支持部１１４により
固定される。そして高圧タワー部１１２の空間１１３には開口部より注入される樹脂が充
填され、コイル収容部１１１と同様に樹脂モールドされる。
【００２２】
　次に本実施例の製造手順について図２を参照しながら述べる。まずコイル収容部１１１
に中継端子１６０を配置し、組み立て済みのコイル部２００を開口部１２０から装着する
。また、高圧タワー部１１２の下方からは高圧端子１７０の凹に高圧導電体１６２を嵌合
した組み立て体を挿入し、当該高圧導電体１６２の上面を支持部１１４を貫通させ中継端
子１６０に接触させる。その後開口部１２０より樹脂を注入し、コイル収容部－高圧タワ
ー部１１２の空間１１３に樹脂充填、モールドを行う。そしてプラグ接続端子１７２を高
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圧端子１７０に固着させ、レインカバー４００とブーツ３００を装着することで点火コイ
ルが完成する。なお、上記プラグ接続端子１７２と高圧端子１７０との接続は、高圧端子
１７０の凹外周となる凸にバネの弾性を利用して圧入してもよいし、ネジ止めによって固
定してもよいものとなっている。
【００２３】
　なお、上記支持部１１４の形状の例は図３もしくは図４に示すようなものであればよい
。すなわち、図３および図４に示す形状は、高圧導電体１６２の位置決めと固定を行うと
同時に、開口部１２０から樹脂１３０を注入した際に高圧タワー部１１２の空間１１３に
も流入しやすい形状にしている。図３においては高圧導電体１６２が貫通する貫通空間１
１７の他に、放射状に貫通溝１１８を設け樹脂１３０を抜けやすくしたものであり、図４
においては図３の放射状の貫通溝１１８に代えて円状の貫通孔１１９を複数設けたものを
示している。
【００２４】
　また、高圧タワー部１１２の別の実施例としては、上記空間１１３をなくし、高圧タワ
ー部１１２の内壁を高圧導電体１６２に接触するような寸法設計でもよいが、この場合で
はケース１１０の樹脂量が増加し、製造コストが上昇するという問題点が生じる。よって
よりコストを考慮した設計の場合では第１の実施例の構造が好ましいのは勿論である。
【００２５】
　また、上記第１の実施例においては高圧導電体１６２を棒状としているが、数十ＫＶレ
ベルの高電圧伝達を考慮し少しでも各端子間の接触面積を増加したい場合は、高圧導電体
１６２を拡径することになり、この場合には中心軸上に空洞を配したパイプ状の高圧導電
体としてもよい。この例を図５に示すが、高圧導電体１６３は軸方向に空洞を設けたパイ
プ形状をなしており、併せて高圧端子１７１は第１の実施例の凹中心軸状に突起を設け、
当該突起と当該突起にパイプの空洞とが嵌合する構造をとっている。なお、このような大
径の高圧導電体１６３を支持部１１４に通すのが不都合な場合には、上端を空洞のない棒
状とし、下端をパイプ状とした高圧導電体としてもよい。この場合では製造工数も考慮し
、パイプ状の一端部分を潰す等の加工で形成してもよい。
【００２６】
　また、第１の実施例においては、開口部１２０をケース１１０上面に設けている。他の
実施例としては従来技術で述べた特許文献１のようにケースの側面から樹脂充填する点火
コイルも製品化されているが、このような点火コイルの場合では製造時にケース側面を上
方向に向け樹脂を充填することになるが、当該構成を本発明に適用した場合では、高圧タ
ワー部が充填方向の略垂直方向になるために樹脂充填が十分に行われないことがあり、本
発明においては開口部１２０は高圧タワー部１１２の軸方向に対して垂直方向に開口して
いることが望ましい。また、本発明の特徴的な構成はケース１１０にコイル収容部１１１
と高圧タワー部１１２とを一体で設けるてんであり、レインカバー部４００あるいはブー
ツ部３００は本実施例に拘ることなく他の形状であっても問題ないし、同じようにコイル
部２００に関しても開磁路、閉磁路を問わず、また１次コイルと２次コイルの位置関係も
本実施例のものでなくてもよい。
【００２７】
なお、実施例においては、高圧導電体の点火プラグ側端部には高圧端子を備え、当該高圧
端子上面を凸構造とし、当該凸部に高圧導電体のパイプ状係合部と接続してもよい。また
、ケースと一体化で形成された高圧タワー部の当該高圧導電体周辺部の肉厚は１ｍｍ程度
として、耐電圧の強度を「出力電圧」＞「ケース高圧タワー部の耐電圧」としてもよい。
【００２８】
　また、上記実施例では高圧導電体１６２を棒状或いはパイプ状としているが、当該導電
体はバネ状のもので形成してもよい。この場合では、支持部１１４をリブ状にして空間１
１３の内壁に複数個形成することで上記棒状のものと同様の効果が得られれる。また、プ
ラグホール内ではケース材質によっては加水分解やコロナ劣化による絶縁不良が懸念され
るが、PPSを使わなくても安価なPBTやPETで高圧周辺部を形成しても充填樹脂のエポキシ
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で十分に絶縁が確保できることで、高圧タワー部に絶縁性を期待しなくてよいので高圧タ
ワー部周辺の肉化が可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の点火コイルの側面断面図を示す。
【図２】図１の組み立て展開図を示す。
【図３】支持部の一例を示す部分断面図。
【図４】支持部の別の例を示す部分断面図。
【図５】高圧導電体と高圧端子の一例を示す。
【符号の説明】
【００３０】
１００　点火コイル
１１０　ケース
１１１　コイル収容部
１１２　高圧タワー部
１１３　空間
１１４　支持部
１１７　貫通空間
１１８　貫通溝
１１９　貫通孔
１２０　開口部
１３０　樹脂
１６０　中継端子
１６２、１６３　高圧導電体
１７０、１７１　高圧端子
１７２　プラグ接続端子
２００　コイル部
２１０　１次コイル
２２０　２次コイル
２２２　２次コイル端子
２３０　コア
３００　ブーツ部
４００　レインカバー
５００　点火プラグ
６００　プラグホール
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