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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　巻線を螺旋状に巻回してなるコイルと、コイルの内側に配されて閉磁路の一部を構成す
る内側コア部、及び内側コア部に結合されて閉磁路の残部を構成する連結コア部を有する
コアとを備えるリアクトルであって、
　前記コイルと前記内側コア部との間に介在される介在樹脂部を有する樹脂部と、
　前記介在樹脂部と前記内側コア部との間に介在されて、前記介在樹脂部に作用する応力
を緩和する緩衝部材とを備えるリアクトル。
【請求項２】
　前記緩衝部材の構成材料は、前記樹脂部の構成樹脂よりもヤング率が小さい請求項１に
記載のリアクトル。
【請求項３】
　前記樹脂部は、前記コイルと前記コアの組合体の少なくとも一部を覆う外側樹脂部を備
え、
　前記外側樹脂部の一部が、前記介在樹脂部を構成している請求項１又は請求項２に記載
のリアクトル。
【請求項４】
　前記樹脂部は、前記コイルの形状を保持する内側樹脂部を備え、
　前記内側樹脂部の一部が、前記介在樹脂部を構成している請求項１又は請求項２に記載
のリアクトル。
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【請求項５】
　前記樹脂部の構成樹脂がエポキシ樹脂である請求項１～請求項４のいずれか１項に記載
のリアクトル。
【請求項６】
　前記緩衝部材が、熱収縮チューブ、常温収縮チューブ、モールド層、コーティング層、
及びテープ巻き層の少なくとも一種である請求項１～請求項５のいずれか１項に記載のリ
アクトル。
【請求項７】
　前記コイルは単一のコイル素子からなり、
　前記内側コア部は、前記コイル素子に挿入される棒状コア材で、
　前記連結コア部は、前記内側コア部の端部に連結してコイル素子の外側に配される外側
コア材である請求項１～請求項６のいずれか１項に記載のリアクトル。
【請求項８】
　前記コイルは、並列状態に連結された一対のコイル素子からなり、
　前記内側コア部は、各コイル素子に挿入される一対の中間コア材で、
　前記連結コア部は、両中間コア材をつないで環状のコアを形成するように各中間コア材
の端部に配される一対の端部コア材である請求項１～請求項６のいずれか１項に記載のリ
アクトル。
【請求項９】
　前記端部コア材におけるリアクトルの設置側の面及びその反対面の少なくとも一方が、
前記内側コア部におけるリアクトルの設置側の面及びその反対面の少なくとも一方よりも
突出している請求項８に記載のリアクトル。
【請求項１０】
　前記コイルの少なくとも一部を覆って、このコイルの形状を保持する内側樹脂部と、
　前記内側樹脂部を備えるコイルと前記コアとの組立体の外周の少なくとも一部を覆う外
側樹脂部と、
　前記内側樹脂部に一体に形成され、前記外側樹脂部を金型で形成するときに前記組立体
を前記金型に対して位置決めするために用いられ、前記外側樹脂部に覆われない位置決め
部とを備える請求項８又は請求項９に記載のリアクトル。
【請求項１１】
　前記コイルは、両コイル素子を連結する連結部を備え、
　前記連結部は、前記両コイル素子のターン形成面よりも突出して設けられており、
　前記位置決め部は、前記内側樹脂部において前記連結部を覆う箇所に形成されている請
求項１０に記載のリアクトル。
【請求項１２】
　前記コアが次の（１）～（４）のいずれかの構成である請求項１～請求項１１のいずれ
か１項に記載のリアクトル。
　（１）内側コア部及び連結コア部の双方が磁性粉末の成形体である
　（２）内側コア部及び連結コア部の双方が磁性板の積層体である
　（３）内側コア部は磁性板の積層体であり、連結コア部は磁性粉末の成形体である
　（４）内側コア部は磁性粉末の成形体で、連結コア部は磁性粉末と樹脂との混合物の成
形体である
【請求項１３】
　巻線を螺旋状に巻回してなるコイルと、コイルの内側以外に配されて閉磁路の一部を構
成する連結コア部を有するコアとを備えるリアクトルに用いるリアクトル用部品であって
、
　前記コイルの内側に配されて閉磁路の残部を構成する内側コア部と、
　この内側コア部の外周の少なくとも一部を覆う緩衝部材と、
　この緩衝部材で覆われた前記内側コア部を前記コイルと一体化すると共に、そのコイル
の形状を保持する内側樹脂部とを備えるリアクトル用部品。
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【請求項１４】
　前記緩衝部材の構成材料は、前記内側樹脂部の構成樹脂よりもヤング率が小さい請求項
１３に記載のリアクトル用部品。
【請求項１５】
　請求項１～請求項１２のいずれか１項に記載のリアクトルを備えるコンバータ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、リアクトルとリアクトル用部品に関するものである。特に、コイルが樹脂部
で成形されたリアクトルであって、ヒートサイクルを受けてもコアとコイルの間に介在さ
れる樹脂部にクラックが生じ難いリアクトルに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　電気自動車やハイブリッド車等の車両に搭載されるリアクトルは、コアと、コアに巻回
されたコイルとを備える。通常、このコイルは、一対のコイル素子を並列状態で連結した
構成とされ、コアは各コイル素子に嵌め込まれる環状に構成されている。
【０００３】
　より具体的には、特許文献1には、コアのうちコイルが巻回された部分（内側コア部）
よりもコイルが巻回されていない部分（連結コア部）を上下・左右に突出させたリアクト
ルが開示されている。この構成により、コアとコイルとの組立体をほぼ四角いブロック状
とすることで、リアクトルの小型化を図っている。
【０００４】
　一方、特許文献２には、コアとコイルの組立体を樹脂で覆い、組立体の機械的保護を図
ったリアクトルが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－３２７５６９号公報（図１）
【特許文献２】特開２００７－１８０２２４号公報（図７）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　通常、リアクトルに組み付ける前のコイルは、そのままであると伸縮するため、形状が
不安定で取り扱い難い。特に、コイルのスプリングバックにより、隣接するターン間に比
較的大きな隙間があいているコイルでは、そのまま利用するとコイルの軸方向の長さが大
きくなるため、リアクトルが大型化する。
【０００７】
　これらの問題に対して、コイルを樹脂で覆う構成を検討した。この構成により、リアク
トルの組立時、コイルが伸縮せず取り扱い易いため、リアクトルの生産性を向上できる。
【０００８】
　しかし、樹脂部で成形されたコイルを用いたリアクトルでは、ヒートサイクルに伴って
樹脂部の特定箇所にクラックが生じると言う問題があることが判明した。リアクトルなど
の自動車部品では、その使用環境や動作温度を考慮した場合、例えば、-40～150℃程度の
範囲で使用可能なことが望まれる。樹脂部で成形されたコイルを用いたリアクトルについ
て、このような温度域でのヒートサイクル試験を行った場合、コイルと内側コア部との間
に介在される樹脂部にクラックが生じやすいことが判明した。
【０００９】
　本発明は、上記の事情に鑑みてなされたもので、その目的の一つは、コイルと内側コア
部との間に介在される樹脂部にクラックが生じることを抑制できるリアクトルを提供する
ことにある。
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【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明者らは、コイルを樹脂部で成形して、コイルの形状を樹脂部で保持することによ
り、コイルを伸縮しない部材として取り扱うことを検討した。その際、リアクトルの使用
環境を想定した最低温度（例えば、約-40℃）と、コイルを励磁した際の最高温度（例え
ば、約150℃）との間でヒートサイクル試験を行って、樹脂部にクラックが生じるか否か
を調べた。その結果、リアクトルを昇温した場合には特に問題はないが、降温した場合に
次の現象が起こることが判明した。
【００１１】
　(1)内側コア部とコイルとの間に介在される樹脂部（以下、内側コア部とコイルとの間
の領域を介在領域、介在領域内の樹脂部を介在樹脂部という）にクラックが生じる。
　(2)内側コア部がない状態でコイルのみを樹脂部で成形して、その成形品のみにヒート
サイクル試験を行った場合、成形品におけるコイル内周側の樹脂部にはクラックが生じな
い。
【００１２】
　さらに、その原因について考察したところ、内側コア部の線膨張係数が樹脂部の線膨張
係数よりも小さく、リアクトルの降温時、樹脂部の収縮が内側コア部の存在により阻害さ
れるため、介在樹脂部に無理な応力が作用し、クラックの発生に至るものと推察された。
本発明は、上記の知見に基づいてなされたもので、リアクトルの降温時、介在樹脂部に作
用する応力を緩和する緩衝部材を用いることで上記の目的を達成する。
【００１３】
　本発明のリアクトルは、巻線を螺旋状に巻回してなるコイルと、コイルの内側に配され
て閉磁路の一部を構成する内側コア部、及び内側コア部に結合されて閉磁路の残部を構成
する連結コア部を有するコアとを備えるリアクトルである。このリアクトルは、前記コイ
ルと前記内側コア部との間に介在される領域（介在領域）を有する樹脂部と、この領域の
樹脂部（介在樹脂部）と前記内側コア部との間に介在されて、前記領域の樹脂部に作用す
る応力を緩和する緩衝部材とを備えることを特徴とする。
【００１４】
　この構成によれば、介在樹脂部と内側コア部との間に緩衝部材を設けることで、リアク
トルの降温時に介在樹脂部の収縮が内側コア部により阻害されることが緩和される。その
ため、介在樹脂部にクラックが生じることを効果的に防止できる。
【００１５】
　本発明のリアクトルの一形態として、前記緩衝部材の構成材料は、前記樹脂部の構成樹
脂よりもヤング率が小さいことが好ましい。
【００１６】
　この構成によれば、緩衝部材に対して、介在樹脂部に過大な応力が作用することを防止
するクッションとしての機能を確実に持たせることができる。
【００１７】
　本発明のリアクトルの一形態として、前記樹脂部は、コイルとコアの組立体の少なくと
も一部を覆う外側樹脂部であるものが挙げられる。
【００１８】
　この構成によれば、外側樹脂部の一部が介在樹脂部を形成する場合、緩衝部材の存在に
より、その介在樹脂部にクラックが生じることを抑制できる。また、外側樹脂部でコイル
とコアの組立体を覆うことで、金属製のケースを用いることなく、組立体を機械的・電気
的に十分保護されたリアクトルとすることができる。
【００１９】
　本発明のリアクトルの一形態として、前記樹脂部は、コイルの形状を保持する内側樹脂
部であるものが挙げられる。
【００２０】
　この構成によれば、内側樹脂部によりコイルの形状を保持することで、コイルを伸縮し
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ない安定した形状の部材として取り扱うことができる。特に、内側樹脂部により、コイル
、内側コア部、及び緩衝部材を一体化することで、これら部材を一纏めの部材として取り
扱うことができ、リアクトルの組立作業性を改善できる。なお、この内側樹脂部で成形し
たコイルとコアとを組み合わせたものを外側樹脂部で覆ってもよい。
【００２１】
　本発明のリアクトルの一形態として、前記樹脂部の構成樹脂がエポキシ樹脂であるもの
が挙げられる。
【００２２】
　この構成によれば、比較的剛性が高く、熱伝導性にも優れたエポキシ樹脂を樹脂部の構
成樹脂とすることで、コイルやコアがエポキシ樹脂で十分に保護され、かつ良好な放熱性
も備えたリアクトルを構築できる。また、エポキシ樹脂は絶縁性にも優れるため、このエ
ポキシ樹脂でコイルを成形すれば、コイルとコアとの絶縁性も高い信頼性をもって確保で
きる。
【００２３】
　本発明のリアクトルの一形態として、前記緩衝部材が、熱収縮チューブ、常温収縮チュ
ーブ、モールド層、コーティング層、及びテープ巻き層の少なくとも一種であるものが挙
げられる。
【００２４】
　緩衝部材が熱収縮チューブであれば、内側コア部の外周面に沿った状態で確実に同外周
面を覆うことができ、かつ緩衝部材が内側コア部から剥離することも抑制できる。緩衝部
材が常温収縮チューブであれば、チューブの加熱作業を要することなく、常温収縮チュー
ブを内側コア部の外周にはめ込むだけで内側コア部を緩衝部材で覆うことができる。緩衝
部材がモールド層であれば、内側コア部の外周面をモールドすることで、厚みの均一性に
優れた緩衝部材を容易に形成することができる。特に、モールド層であれば、熱収縮や常
温収縮する特性に乏しい樹脂であっても緩衝部材の構成樹脂とでき、広い選択肢から緩衝
部材の構成樹脂を選択できる。緩衝部材がコーティング層であれば、緩衝部材の構成材料
を内側コア部の外周に塗布するなどの簡易な作業にて、内側コア部を緩衝部材で覆うこと
ができる。緩衝部材がテープ巻き層であれば、テープ材を内側コア部の外周に巻回するこ
とで、容易に内側コア部の外周を緩衝部材で覆うことができる。
【００２５】
　本発明のリアクトルの一形態として、前記コイルは単一のコイル素子からなり、前記内
側コア部は、前記コイル素子に挿入される棒状コア材で、前記連結コア部は、前記内側コ
ア部の端部に連結してコイル素子の外側に配される外側コア材であるものが挙げられる。
【００２６】
　この構成によれば、コイルの実質的に全周を連結コアで覆ういわゆるポット型コアのリ
アクトルや断面がE-E型コアのリアクトル、断面がE-I型コアのリアクトル、或いは断面が
T-U型コアのリアクトル等とすることで、小型のリアクトルを実現することができる。
【００２７】
　本発明のリアクトルの一形態として、前記コイルは、並列状態に連結された一対のコイ
ル素子からなり、前記内側コア部は、各コイル素子に挿入される一対の中間コア材で、前
記連結コア部は、両中間コア材をつないで環状のコアを形成するように各内側コア部の端
部に配される一対の端部コア材であるものが挙げられる。
【００２８】
　この構成によれば、環状のコアを利用し、一対のコイル素子が並列された構成（以下、
この形態のリアクトルをトロイダル形態ということがある）とすることで、十分なターン
数のコイルを有しながら小型のリアクトルを構成することができる。
【００２９】
　本発明のトロイダル形態のリアクトルの一形態として、さらに前記コイルとコアとの組
立体の少なくとも一部を覆う外側樹脂部を備えるものが挙げられる。その場合、前記端部
コア材のうち、前記コイルの端面に対向する内端面と、この内端面につながる隣接面とが
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形成する稜線に切欠角部を備える。
【００３０】
　この構成によれば、端部コア材のうち、コイルの端面に対向する内端面と、この内端面
につながる隣接面とが形成する稜線に切欠角部を設けることで、切欠角部を介してコアと
コイルとの間に外側樹脂部の構成樹脂を案内することができる。そのため、この構成樹脂
の充填性を向上させることができ、コアとコイルとの間に空孔が生じることを可及的に抑
制できる。また、切欠角部は、リアクトル組立時などに、連結コア部の損傷や連結コア部
と組み合わせる他の部材の損傷を抑制することもできる。連結コア部の搬送時、マニピュ
レータなどで連結コア部をハンドリングしたり、連結コア部が他の部材に接触することが
ある。その際、連結コア部に切欠角部を設けておくことで、その角部の欠け等を抑制する
ことができる。さらに、切欠角部により、前記稜線がエッジ状になっていないため、連結
コア部がコイルに接触しても、コイルの絶縁被覆を損傷させることを防止し易い。
【００３１】
　本発明のリアクトルの一形態として、前記切欠角部は、前記稜線を丸めることで構成さ
れてなるものが挙げられる。
【００３２】
　この構成によれば、内端面と隣接面とが形成する稜線を丸めることで、内端面と隣接面
とが形成する稜線に沿った形状で、かつ外側樹脂部の構成樹脂が回り込み易い形状の切欠
角部を形成できる。そのため、この切欠角部からコアとコイルとの間に前記構成樹脂を容
易に導入できる。また、切欠角部が稜線を丸めた構成とされることで、上述したリアクト
ル組立時の連結コア部の損傷を一層抑制し易い。
【００３３】
　本発明のリアクトルの一形態として、前記端部コア材におけるリアクトルの設置側の面
及びその反対面の少なくとも一方が、前記内側コア部におけるリアクトルの設置側の面及
びその反対面の少なくとも一方よりも突出しているものが挙げられる。
【００３４】
　この構成によれば、端部コア材の特定面（通常、上下面）を内側コア部よりも特定面と
直交方向に突出させること（このようなコアを３Ｄコアという）で、端部コア材における
コイル軸方向の長さ（端部コア材の厚さ）を小さくでき、リアクトルを平面視した場合の
投影面積を小さくすることができる。また、この端部コア材の特定面の突出により、内端
面のうち、コイルの端面と対向する領域が広くなり、コイル端面側におけるコアとコイル
との隙間が封鎖されることになる。結果として、コアとコイルとの間に前記構成樹脂を充
填することがより困難になる。そのため、３Ｄコアの場合、内端面と隣接面とが形成する
稜線に切欠角部を形成することは、円滑な構成樹脂の充填を行う上で、特に効果的である
。
【００３５】
　本発明のリアクトルの一形態として、前記端部コア材の隣接面は、前記内端面に隣接す
る側面であるものが挙げられる。
【００３６】
　この構成によれば、端部コア材の側面とコイル端面との間から構成樹脂を充填し易くで
きる上、切欠角部の形成により、コイルを励磁した際にコア内に形成される磁路面積が減
少されることも可及的に回避できる。特に、圧粉成形体で端部コア材を構成する場合、内
端面と側面とが形成する稜線に沿った方向を、金型から端部コア材を抜き出す方向に対応
させることができ、この稜線に切欠角部が形成されていれば、稜線が鋭角にならず、端部
コア材を金型から容易に抜くことができる。
【００３７】
　本発明のリアクトルの一形態として、前記端部コア材の隣接面は、前記内端面に隣接す
る上面で、前記切欠角部は、コイルの端面のうち、各コイル素子の巻線が隣合わせに並列
配置される箇所に対向して形成されているものが挙げられる。
【００３８】
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　この構成によれば、端部コア材の上面とコイル端面との間から構成樹脂を充填し易くで
きる上、切欠角部の形成により、コイルを励磁した際にコア内に形成される磁路面積が減
少されることも可及的に回避できる。特に、端部コア材の特定面（通常、上下面）が内側
コア部の特定面と面一となったコア（このコアを平坦コアという）であっても、切欠角部
が、コイルの端面のうち、各コイル素子の巻線が隣合わせに並列配置される箇所に対向し
て形成されているため、コイル素子間に構成樹脂を容易に充填することができる。
【００３９】
　本発明のリアクトルの一形態として、さらに、前記コイルの形状を保持する内側樹脂部
を備え、前記外側樹脂部は、前記コアと内側樹脂部を備えるコイルとの組立体の少なくと
も一部を覆っているものが挙げられる。
【００４０】
　この構成によれば、内側樹脂部がコイルの形状を保持することで、コイルを伸縮しない
部材として取り扱うことができ、リアクトルの製造性を向上することができる。また、コ
イルやコアは、内側樹脂部と外側樹脂部で二重に覆われる箇所を有するため、機械的・電
気的に十分に保護することもできる。そして、切欠角部の形成により、端部コア材の内端
面と内側樹脂部のコイル端面側の表面との間に外側樹脂部の構成樹脂を確実に充填させる
ことができる。
【００４１】
　本発明のリアクトルの一形態として、前記コイルの少なくとも一部を覆って、このコイ
ルの形状を保持する内側樹脂部と、前記内側樹脂部を備えるコイルと前記コアとの組立体
の外周の少なくとも一部を覆う外側樹脂部とを備えるものが挙げられる。その場合、前記
内側樹脂部に一体に形成された位置決め部を備える。この位置決め部は、前記外側樹脂部
を金型で形成するときに前記組立体を前記金型に対して位置決めするために用いられ、前
記外側樹脂部に覆われていない。
【００４２】
　この構成によれば、コイルが内側樹脂部に覆われて、その形状が当該内側樹脂部により
保持されることで、リアクトルの組立時にコイルが伸縮しないことから、コイルを取り扱
い易く、リアクトルの生産性に優れる。また、内側樹脂部によりコアとコイルとの間の絶
縁性を高められる上に、内側樹脂部によりコイルを圧縮状態に保持することもできるため
、筒状ボビンや枠状ボビン、中ケースを省略して、部品点数及び工程数の削減を図ること
ができる。この点からも、上記構成は、リアクトルの生産性に優れる。更に、上記構成に
よれば、内側樹脂部に一体に形成された位置決め部を備えており、この位置決め部を金型
に嵌め込むだけで当該組立体を金型に容易に位置決めできる上に、当該所定の位置に配置
した状態を確実に維持できる。従って、上記構成によれば、位置決めのための支持部材が
別途不要であり、これらの配置工程が無く、この点からもリアクトルの生産性に優れる。
また、上述した嵌め合わせにより、上記組立体を金型の所定の位置に配置した状態を確実
に維持できることから、外側樹脂部を精度よく形成することができる。
【００４３】
　かつ、上記構成によれば、内側樹脂部自体に位置決め部を備えることで、別途支持部材
を用いた場合のようにコイルやコアが外側樹脂部により覆われない露出箇所(支持部材と
の接触箇所)が設けられることがない。即ち、上記構成によれば、コイルやコアは実質的
に、内側樹脂部や外側樹脂部により覆われていることで、機械的な保護(強度など)、外部
環境(腐食、粉塵など)からの保護を十分に図ることができる。また、位置決め部は、外側
樹脂部に覆われず露出されるものの、内側樹脂部により形成されているため、仮に位置決
め部の構成樹脂の内部にコイルの一部が存在したとしても内側樹脂部に覆われていること
から、上記コイルの機械的保護や外部環境からの保護を図ることができる。
【００４４】
　本発明のトロイダル形態のリアクトルの一形態として、前記コイルは、両コイル素子を
連結する連結部とを備え、前記連結部は、前記両コイル素子のターン形成面よりも突出し
て設けられており、前記位置決め部は、前記内側樹脂部において前記連結部を覆う箇所に
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形成されているものが挙げられる。
【００４５】
　連結部がターン形成面よりも突出しており、内側樹脂部がこの形状に沿って設けられて
いると、この連結部を被覆する箇所(以下、連結部被覆部と呼ぶ)は、内側樹脂部における
他の箇所よりも突出することになる。この連結部被覆部の少なくとも一部を位置決め部と
すると、内側樹脂部の成形用金型において連結部被覆部を形成する凹部を、位置決め部を
形成する凹部に兼用することができ、上記成形用金型に位置決め部用の凹部を別途設ける
必要がない。また、連結部被覆部自体が位置決め部であることで、位置決め部となる突起
などが別途存在しないため、リアクトルの外観も優れる。
【００４６】
　本発明のリアクトルの一形態として、前記コアが次の（１）～（４）のいずれかの構成
であるものが挙げられる。
　（１）内側コア部及び連結コア部の双方が磁性粉末の成形体である
　（２）内側コア部及び連結コア部の双方が磁性板の積層体である
　（３）内側コア部は磁性板の積層体であり、連結コア部は磁性粉末の成形体である
　（４）内側コア部は磁性粉末の成形体で、連結コア部は磁性粉末と樹脂との混合物の成
形体である
【００４７】
　内側コア部と連結コア部の双方が成形体であれば、複雑な三次元形状のコアを容易に形
成できる。内側コア部と連結コア部の双方が積層体であれば、高透磁率で飽和磁束密度が
高いコアを形成しやすく、かつ機械的強度の高いコアを容易に構成できる。内側コア部が
積層体で、連結コア部が成形体であれば、内側コア部を積層体とすることで、飽和磁束密
度が高いコアを構成しやすい。また、連結コア部を成形体とすることで、コア全体として
インダクタンスの調整を行いやすく、かつ凹凸のある三次元形状のコアを容易に形成でき
る。内側コア部が磁性粉末の成形体で、連結コア部が磁性粉末と樹脂との混合物の成形体
であれば、内側コア部の周囲に前記混合物を充填し、その樹脂を硬化させることで、容易
にポット型のリアクトル、断面がE-E型コアのリアクトル、断面がE-I型コアのリアクトル
、或いは断面がT-U型コアのリアクトル等を構成することができる。
【００４８】
　一方、本発明のリアクトル用部品は、巻線を螺旋状に巻回してなるコイルと、コイルの
内側以外に配されて閉磁路の一部を構成する連結コア部を有するコアとを備えるリアクト
ルに用いるリアクトル用部品である。この部品は、前記コイルの内側に配されて閉磁路の
残部を構成する内側コア部と、この内側コア部の外周を覆う緩衝部材と、この緩衝部材で
覆われた前記内側コア部を前記コイルと一体化すると共に、そのコイルの形状を保持する
内側樹脂部とを備えることを特徴とする。
【００４９】
　この構成によれば、緩衝部材の存在により、内側樹脂部の一部である介在樹脂部にクラ
ックが生じることを抑制できる。また、内側樹脂部により、コイル、内側コア部、及び緩
衝部材を一体化することで、これら部材を一纏めの部材として取り扱うことができ、リア
クトルの組立作業性を改善できる。
【００５０】
　本発明のリアクトル用部品の一形態として、前記緩衝部材の構成材料は、前記内側樹脂
部の構成樹脂よりもヤング率が小さいものが挙げられる。
【００５１】
　この構成によれば、緩衝部材に対して、介在樹脂部に過大な応力が作用することを防止
するクッションとしての機能を確実に持たせることができる。
【発明の効果】
【００５２】
　本発明のリアクトル及びリアクトル用部品によれば、コイルと内側コア部との介在領域
の樹脂部に近接して緩衝部材を設けることで、ヒートサイクルに伴って介在樹脂部にクラ
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ックが生じることを抑制できる。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】実施形態1に係るリアクトルの外観斜視図である。
【図２】図１のA-A矢視断面図である。
【図３】実施形態1に係るリアクトルの組立手順を示す説明図で、(A)は内側コア部に緩衝
部材を装着する前の状態を示し、(B)は緩衝部材を内側コア部に装着後の状態を示す。
【図４】実施形態1に係るリアクトルの組立手順を示す説明図で、(A)は緩衝部材の装着さ
れた内側コア部とコイルとの組合せ状態を示し、(B)は(A)の内側コア部とコイルとを内側
樹脂部で成形した状態を示す。
【図５】実施形態1のリアクトルの組立手順を示す説明図で、リアクトル用部品に連結コ
ア部と端子金具を組み合わせる状態を示す。
【図６】実施形態1のリアクトルを構成する組立体の概略を示す側面図である。
【図７】実施形態1のリアクトルを構成する組立体を金型に収納した状態を示す概略断面
図である。
【図８】変形例1-1に係るリアクトルを構成する組立体の分解斜視図である。
【図９】実施形態2に係るリアクトルの部分断面説明図である。
【図１０】実施形態3に係るリアクトルを示し、(A)は概略斜視図、(B)は(A)図におけるB-
B断面図である。
【図１１】実施形態3に係るリアクトルの組立過程を示す説明図である。
【図１２】変形例3-1に係るリアクトルを示し、（A）はコイルの軸方向に沿った水平面を
切断面とする断面図、（B）はコイルの軸方向と直交する垂直面を切断面とする縦断面図
、（C）は（B）図の部分拡大図である。
【図１３】(A)は実施形態4に係るリアクトルに用いたコアの分解斜視図、（B）はそのコ
アを構成する連結コア部の平面図である。
【図１４】実施形態4に係るリアクトルの底面図である。
【図１５】実施形態5に係るリアクトルに用いるコアを示し、(A)は断面が矩形の切欠角部
を有するコアの部分斜視図、（B）は断面が三角形の切欠角部を有するコアの部分斜視図
、（C）は（A）、（B）図に示す連結コア部の平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００５４】
　以下、本発明の実施の形態を図に基づいて説明する。各図において、同一部材又は対応
する部材には同一符号を付している。
【００５５】
（実施形態１）
　実施形態1に係る本発明のリアクトルを図１～図７に基づいて説明する。本例のリアク
トルはトロイダル形態のリアクトルである。
【００５６】
　このリアクトル１は、コイル10と環状のコア20の一部とを内側樹脂部30で一体に成形し
たコイル成形体1M（図２、４（Ｂ）、５）と、コア20の残部との組立体が外側樹脂部40（
図１、２）で覆われてなる。コア20は、コイル10の内側に嵌め込まれる内側コア部22（図
２～４）と、これら内側コア部22の端面同士を接合して、コイル10から露出される一対の
端部コア材24Eとを備える。これら端部コア材24Eが連結コア部24（図２、５）を構成する
。さらに、外側樹脂部40により端子金具50を一体に成形すると共にナット穴43も成形し、
そのナット穴43に嵌め込まれたナット60及び端子金具50を用いて端子台を構成している（
図１）。
【００５７】
　このリアクトル1は、例えば、ハイブリッド自動車のDC‐DCコンバータの構成部品とし
て用いられる。その場合、リアクトル１の平坦な下面を設置面（図２の下面）として、図
示しない冷却ベース（固定対象）に直接設置して使用される。
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【００５８】
　このリアクトルの最も特徴とするところは、図２に示すように、コイル10と内側コア部
22との間において、内側コア部22の外周面に緩衝部材70を設け、リアクトルがヒートサイ
クルを受けた場合でも、内側樹脂部30のうち、緩衝部材70とコイル10との間に介在される
箇所（介在樹脂部31i）にクラックが生じないようにしたことにある。以下、リアクトル1
及びその構成要素において、リアクトル1を冷却ベースに設置したときに設置側を下側、
その対向側を上側として説明する。
【００５９】
　［コイル成形体］
　図２、図４（Ｂ）に示すように、リアクトル1を構成するコイル成形体1Mは、コイル10
と、コイル10の外周の大半を覆う内側樹脂部30と、後述する内側コア部22と、緩衝部材70
とを備える。
【００６０】
　　《コイル》
　コイル10は、巻線10wを螺旋状に巻回して形成した一対のコイル素子10A、10Bを備える
（図４（Ａ））。両コイル素子10A、10Bは、互いに同一巻数で、軸方向から見た形状がほ
ぼ矩形のコイルで、その軸方向が平行になるように横並びに並列されている。また、これ
ら両コイル10A、10Bは、接合部のない一本の巻線で構成されている。即ち、コイル10の一
端側において、巻線10wの一方の端部10eと他方の端部10eが上方に引き出され、コイル10
の他端側において、巻線10wをU型に屈曲した連結部10rを介して両コイル素子10A、10Bを
連結している。この構成により、両コイル素子10A、10Bの巻回方向は同一となっている。
連結部10rは別々の巻線から構成される一対のコイル素子の端部同士を、連結導体を介し
て溶接などにより接合して構成しても良い。また、本例では、連結部10rがコイル素子10A
、10Bの上部のターン形成面10fよりも外側に高く突出されている。そして、各コイル素子
10A、10Bの端部10eは、それぞれ、ターン部10tの上方に引き出され、コイル素子10A、10B
に電力供給するための端子金具50（図１）に接続される。
【００６１】
　上記コイル素子10A、10Bを構成する巻線10wには、銅製の平角線をエナメルで被覆した
被覆平角線を用いる。被覆平角線は、エッジワイズ巻きされて中空角筒状のコイル素子10
A、10Bを形成する。その他、巻線は、導体が平角線からなるもの以外に、断面が円形状、
多角形状などの種々の形状のものを利用できる。平角線は、丸線を用いた場合よりも占積
率が高いコイルを形成し易い。
【００６２】
　　《内側樹脂部》
　このようなコイル10の外周には、コイル10を圧縮状態に保持する内側樹脂部30が形成さ
れている（図２、図４）。内側樹脂部30は、各コイル素子10A、10Bの外形にほぼ沿うよう
に各コイル素子10A、10Bのターン部10tを覆うターン被覆部31と、連結部10rの外周を覆う
連結部被覆部33とを備える。ターン被覆部31と連結部被覆部33とは一体に成形され、ター
ン被覆部31は実質的に均一な厚さでコイル10を覆っている。本例では、内側樹脂部30によ
り緩衝部材70を装着した内側コア部22がコイル10と一体化されているが、ターン被覆部31
のうち、緩衝部材70とコイル10との間の介在樹脂部31iも厚さが実質的に均一とされてい
る。但し、各コイル素子10A、10Bの角部と巻線の端部10eは内側樹脂部30から露出されて
いる。また、ターン被覆部31は、主として、コイル素子10A、10Bと内側コア部22との間の
絶縁を確保すると共に、コイル素子10A、10Bに対して緩衝部材70が装着された内側コア部
22を位置決めする機能を有する。
【００６３】
　一方、連結部被覆部33は、組立体1A（図２）の外周に外側樹脂部40（図１、図２）を形
成する際、連結部10rを機械的に保護する機能を有する。さらに、この連結部被覆部33の
少なくとも一部は、コイル成形体1Mとコア20との組立体1Aの外周に外側樹脂部40(図１、
２)を形成する際、組立体1Aを金型100(図７)に対して位置決めするための位置決め部とし
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て機能する。ここでは、連結部被覆部33は、図４（B）に示すように、U型の連結部10rの
全体を覆う直方体状に成形しているが、U型の連結部10rの形状に沿った形状に成形しても
よく、特に形状は問わない。そして、この直方体状の連結部被覆部33において位置決め部
に利用された箇所(図１では、長方形状の板のように見える箇所)は、図１、２に示すよう
に外側樹脂部40に覆われず、内側樹脂部30が露出している。
【００６４】
　また、内側樹脂部30における両コイル素子10A、10B間には、図示しない温度センサ（例
えばサーミスタ）を収納するセンサ用穴41hが形成されている（図１）。ここでは、セン
サ収納管（図示略）の一部を内側樹脂部30にインサート成形し、さらにセンサ収納管の残
部を外側樹脂部40で覆ってセンサ用穴41hとしている。センサ収納管は、内側樹脂部30の
うち、コイルのターン部10tを覆うターン被覆部31よりも若干突出している。
【００６５】
　このような内側樹脂部30の構成樹脂は、コイル成形体1Mを備えるリアクトル1を使用し
た際に、コイルやコアの最高到達温度に対して軟化しない程度の耐熱性を有し、トランス
ファー成形や射出成形が可能な材料が好適に利用できる。特に、絶縁性に優れる材料が好
ましい。具体的には、エポキシなどの熱硬化性樹脂や、ポリフェニレンスルフィド(PPS)
樹脂、液晶ポリマー(LCP)などの熱可塑性樹脂が好適に利用できる。ここでは、エポキシ
樹脂を利用している。また、上記樹脂には、窒化珪素、アルミナ、窒化アルミニウム、窒
化ほう素、及び炭化珪素から選択される少なくとも1種のセラミックスからなるフィラー
を混合すると、放熱性を高められる。
【００６６】
　［コア］
　コア20は、コイル10を励磁した際に環状の磁路を形成する環状部材である。このコア20
は、各コイル素子10A、10Bの内側に嵌め込まれる一対の内側コア部22と、コイル10から露
出される一対の端部コア材24E（連結コア部24）とを備える。
【００６７】
　コア20のうち、内側コア部22は、概略直方体状の部材である。内側コア部22は、図２、
３に示すように、鉄や鋼などの軟磁性材料からなるコア片22cと、アルミナなどの非磁性
材なるギャップ材22gとを交互に配置して接着剤で接合されている。コア片22cには、絶縁
被膜を有する複数の磁性薄板を積層した積層体や、磁性粉末を用いた成形体が利用できる
。磁性薄板の具体例としては、アモルファス磁性体、パーマロイ、ケイ素鋼などの薄板が
挙げられる。成形体の具体例としては、Fe、Co、Niといった鉄族金属やアモルファス磁性
体などの磁性粉末の圧粉成形体、磁性粉末をプレス成形後、焼結した焼結体、磁性粉末と
樹脂との混合体を成形した成形硬化体が挙げられ、その他、金属酸化物の焼結体であるフ
ェライトコアなども挙げられる。ここでは軟磁性粉末の圧粉成形体を用いている。ギャッ
プ材24gは、インダクタンスの調整のためにコア片22c間に配置される板状材である。コア
片22cやギャップ材22gの個数は、リアクトル1が所望のインダクタンスとなるように適宜
選択することができる。また、コア片22cやギャップ材22gの形状は適宜選択することがで
きる。そして、この内側コア部22の両端面は、内側樹脂部30の端面からわずかに突出され
ている。
【００６８】
　一方、連結コア部24は、コア片22cと同様の上記材質から構成されるブロック体である
。ここでは、軟磁性粉末の圧粉成形体からなって、略台形断面の端部コア材24Eを用いて
いる。
【００６９】
　また、この連結コア部24は、並列された一対の内側コア部22の両端部同士をつなぐよう
に配され、接着剤で内側コア部22と接合される。これら内側コア部22と連結コア部24の接
合により閉ループ状（環状）のコア20が形成される。内側コア部22と連結コア部24とを接
合した状態において、連結コア部24の側面は、内側コア部22の外側面よりも外方に突出し
ている。
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【００７０】
　また、図２に示すように、各端部コア材24Eは高さが異なる。連結部被覆部33の下方に
配される一方（図２の左側）の端部コア材24Eの上下面は内側コア部22の上下面よりも上
下に突出し、かつターン被覆部31の上下面とほぼ面一となっている。これに対して、巻線
の端部10e側に配される他方（図２の右側）の端部コア材24Eの下面は内側コア部22の下面
よりも下方に突出してターン被覆部31の下面とほぼ面一となっているが、端部コア材24E
の上面は内側コア部22の上面とほぼ面一となってターン被覆部31の上面よりも低い。その
一方で、一方の端部コア材24Eは、他方の端部コア材24Eに比べて厚み（コイル軸方向の寸
法）が薄い。つまり、両端部コア材24Eは、互いに高さと厚みを変えるが実質的に同体積
を確保することで、各端部コア材24Eにおける磁気特性を実質的に等価としている。その
上、連結部10rをターン形成面10fよりも上方に形成したことで（図４）、連結部被覆部33
の下方に他方の端部コア材24Eよりも薄い端部コア材24Eを配することができ、リアクトル
の投影面積を小型化することができる。端部コア材24Eの高さの下限は、内側コア部22の
上面と面一となる程度とすることが好ましい。内側コア部22の上面よりも端部コア材24E
の上面が低くなれば、内側コア部22から端部コア材24Eに移行する過程で十分な磁路を確
保できない虞があるためである。
【００７１】
　さらに、環状に組まれた状態のコア20における連結コア部24の下面は、コイル成形体1M
の設置面側の下面とほぼ面一となるように構成されている。この構成により、リアクトル
１を冷却ベースに固定したときに、内側樹脂部30だけでなく、連結コア部24も冷却ベース
に接触することになるので、運転時にリアクトル１で発生する熱を効率良く放熱させるこ
とができる。
【００７２】
　[緩衝部材]
　緩衝部材70は、リアクトルがヒートサイクルを受けた際、降温時に内側樹脂部の収縮が
内側コア部22により妨げられ、介在樹脂部31iに過大な応力が作用することを緩和する機
能を有する。
【００７３】
　この緩衝部材70の形成箇所は、内側コア部22の外周面とする。内側コア部22の外周面に
緩衝部材70を設けることで、リアクトルがヒートサイクルを受けた際、内側コア部22とコ
イル10との間に位置する介在樹脂部31iに過大な応力が作用することを効果的に抑制でき
る。この緩衝部材70は、内側コア部22の外周面の全面を覆う面状の部材でもよいし、同外
周面をほぼ均等に部分的に覆う網状や格子状の部材でもよい。但し、連結コア部24の外周
面は緩衝部材70で覆われないようにする。連結コア部24を緩衝部材70で覆わないことで、
リアクトルの高い放熱性を確保する。
【００７４】
　緩衝部材70の材質は、内側樹脂部30の構成樹脂よりもヤング率の小さい材料とすること
が好ましい。このような材料で緩衝部材70を構成すれば、内側樹脂部30の収縮時に緩衝部
材70が弾性変形することでクッションの機能を果たし、介在樹脂部31iにクラックが生じ
ることを抑制する。本例では、緩衝部材70に住友電工ファインポリマー株式会社製の熱収
縮チューブ「スミチューブＫ」や「スミチューブＢ２」を用いている（「スミチューブ」
は登録商標）。「スミチューブＫ」はポリフッ化ビニリデン（PVDF）をベース樹脂とし、
「スミチューブＢ２」はポリオレフィン樹脂をベース樹脂としている。エポキシ樹脂のヤ
ング率が3.0～30GPa程度であるのに対し、これらの熱収縮チューブのヤング率は3.0GPa未
満程度である。緩衝部材70の構成材料の好適なヤング率は0.5～2GPa程度である。
【００７５】
　また、緩衝部材70の構成材料も内側樹脂部22の構成樹脂と同様の耐熱・耐寒特性を有す
ることが好ましい。「スミチューブＫ」の連続使用可能温度域は-55～175℃であり、「ス
ミチューブＢ２」の連続使用可能温度域は-55～135℃である。その他、緩衝部材70の構成
材料が備えると好ましい特性として、絶縁性が挙げられる。通常、巻線10wはエナメルな
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どの絶縁被膜を備えるため、緩衝部材70を絶縁材料で構成することは必須ではなく、理論
上は導電材料や半導電材料でもよい。但し、エナメルにピンホールが存在する場合を想定
すれば、緩衝部材70を絶縁材料で構成することで、コイル10と内側コア部22との絶縁性を
高い信頼性をもって確保できる。この点、上記「スミチューブ」はいずれも高い絶縁特性
を備えている。その他、フッ素樹脂（例えばPTFE、使用可能温度260℃程度）や、難燃性
硬質ポリ塩化ビニル(PVC、使用可能温度200℃程度)を素材とする熱収縮チューブも、その
耐熱性や絶縁性から緩衝部材70としての利用が期待できる。
【００７６】
　その他、緩衝部材70の形態・形成方法は、熱収縮チューブの他にも種々のものが利用で
きる。まず、常温収縮チューブが挙げられる。常温収縮チューブは、伸縮性に優れた材料
からなる。具体的には、シリコーンゴム（VMQ、FVMQ、使用可能温度180℃）を素材とした
もの等を用いることができる。その他、ブチルゴム(IIR)、エチレン・プロピレンゴム（E
PM、EPDM）、ハイパロン（登録商標、一般名クロロスルフォン化ポリエチレンゴム、CSM
）、アクリルゴム（ACM、ANM）、フッ素ゴム(FKM)等を用いることもできる。上記各素材
は、使用可能温度が150℃以上であり、かつ体積固有抵抗が1010Ω・m以上の絶縁性を備え
て好ましい。この常温収縮チューブは、チューブ自体の収縮力で内側コア部22に装着され
る。具体的には、チューブの外周長が内側コア部22の外周長よりも小さい常温収縮チュー
ブを用意し、このチューブを拡径して内側コア部22の外周面に嵌める。その状態で拡径を
解除すれば、同チューブは収縮して内側コア部の外周面に被着される。次に、金型で成形
したモールド層も緩衝部材70に利用できる。この場合、内側コア部22の外周面と金型の内
面との間にギャップを形成した状態で金型内に内側コア部22を保持し、樹脂などの成形材
を金型内に注入して、内側コア部22の外周面にモールド層を形成する。このモールド層は
、介在樹脂部31iのクラックを抑制できる程度のクッション性を備えていれば、薄いもの
でも十分である。具体的には、不飽和ポリエステルやポリウレタンなどがモールド層の構
成樹脂として期待できる。また、コーティング層も緩衝部材70に利用できる。この場合、
スラリー状の樹脂を内側コア部22の外周面に塗布や噴霧したり、内側コア部22の外周面に
粉体塗装を施すことでコーティング層を形成できる。具体的には、液状シリコーンゴムな
どがコーティング層の構成樹脂として期待できる。その他、テープ巻き層も緩衝部材70に
利用できる。この場合、テープ材を内側コア部22の外周面に巻回することで、容易に緩衝
部材70を構成できる。テープ材の構成樹脂の具体例としては、PETテープなどが挙げられ
る。
【００７７】
　いずれの場合であっても、緩衝部材70の厚みは、介在樹脂部31iのクラックが抑制でき
る程度の弾性変形量が得られる厚みであれば、放熱性の点で薄いほど好ましい。
【００７８】
　[端子金具とナット]
　コイルを構成する巻線の各端部10eには、各々端子金具50が接続される（図１、５、６
）。端子金具50は、電源などの外部機器側と接続するための接続面52と、巻線の端部10e
に溶接される溶接面54と、接続面52と溶接面54とを一体化して、外側樹脂部40に覆われる
埋設部とを備える。同金具50の殆どは外側樹脂部40に埋没しており、接続面52のみが後述
する外側樹脂部40から露出されている。この接続面52は、高さが低い他方の連結コア部24
の上方に配置され、この連結コア部24の上面と接続面52との間に外側樹脂部40が充填され
て端子台が構成される。高さの低い連結コア部24の上に端子金具50を配するため、コイル
の上方に端子金具を設けて端子台を形成する場合に比べて、端子金具50を含むリアクトル
の高さを小さくできる。
【００７９】
　この端子台には、接続面52の下方においてナット60が配置される（図１、図２、図６）
。このナット60は、後述する外側樹脂部40で成形されたナット穴43に回り止めされた状態
で収納される。この回り止めは、六角形のナット60を六角形のナット穴43に嵌め込むこと
で実現している。そして、ナット穴43の開口部には、接続面52が覆うように配される。
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【００８０】
　接続面52にはナット60の対角寸よりも小さな内径の挿通孔52hが形成されており、ナッ
ト60がナット穴43から抜け出すことを接続面52が阻止する。リアクトルを利用する際、リ
ード線（図示略）の先端に設けられた端子210を接続面52に重ね、この端子210及び接続面
52をボルト220で貫通してナット60に螺合することで、リード線の基端につながる外部機
器（図示略）からコイル10に給電する。本例では、この端子210とボルト220を端子台に取
り付けた状態において、リアクトルの最も高い位置、つまり後述する外側樹脂部40のうち
、コイルの連結部を覆う連結部被覆部33と、巻線端部10eと端子金具50との溶接個所を覆
う保護部とを結ぶ平面よりもボルト220の上面が低くなるように接続面52の高さが設定さ
れている。そのため、ボルト220の頭部がリアクトル1から局部的に突出することもない。
【００８１】
　[外側樹脂部]
　外側樹脂部40は、コイル成形体1Mの下面と連結コア部24の下面とが露出され（図２）、
かつコイル成形体1Mと連結コア部24との組立体における上面の大半と外側面の全部を覆う
ように形成されている。コイル成形体1Mの下面と連結コア部24の下面を外側樹脂部40から
露出することで、リアクトル1で発生した熱を効率的に冷却ベースに放熱する。また、前
記のように組立体の上面と外側面を外側樹脂部40で覆うことにより、前記組立体を機械的
に保護する。
【００８２】
　より具体的には、図２に示すように、リアクトル１の設置面側において連結コア部24と
コイル成形体1M（ターン被覆部31）の下面が露出し、図１に示すように、リアクトル１の
上側において連結部被覆部33の上面が露出するように外側樹脂部40が形成されている。
【００８３】
　また、外側樹脂部40は、リアクトルを平面視した場合、コイル成形体1Mと連結コア部24
との組立体の輪郭よりも外側に突出したフランジ部42を備える（図１）。このフランジ部
42には、リアクトル1を冷却ベースに固定するためのボルト（図示略）の貫通孔42hが形成
されている。本例では、金属カラー42cを外側樹脂部40でインサート成形し、このカラー4
2cの内部を貫通孔42hとしている。金属カラー42cには、真鍮、鋼、ステンレス鋼などが利
用できる。
【００８４】
　さらに、外側樹脂部40の上面には、コイルの端部10eと端子金具50との接合部分を覆う
保護部を有する。保護部は、ほぼ矩形のブロック状に成形されている。その他、外側樹脂
部40の上面は、内側樹脂部30から突出するセンサ収納管の先端と面一に成形されて、セン
サ用穴41h（図１）が構成されている。
【００８５】
　そして、外側樹脂部40の側面は、リアクトル1の上部から下部に向かって広がる傾斜面
で形成されている。このような傾斜面を設けることで、後述するようにコイル成形体と連
結コア部との組立体を倒立状態として外側樹脂部40を成形する場合、成形後のリアクトル
を金型から容易に抜き出すことができる。
【００８６】
　外側樹脂部40の構成樹脂には、不飽和ポリエステルが利用できる。不飽和ポリエステル
は、熱伝導性に優れ、割れが生じ難く、安価であるので好ましい。その他、例えば、エポ
キシ樹脂、ウレタン樹脂、PPS樹脂、ポリブチレンテレフタレート(PBT)樹脂、アクリロニ
トリル-ブタジエン-スチレン(ABS)樹脂なども外側樹脂部40に利用できる。外側樹脂部40
の構成樹脂は、内側樹脂部30の構成樹脂と同じでも異なっていてもよい。また、この樹脂
にも上述したセラミックスからなるフィラーを含有させて、放熱性を高めてもよい。
【００８７】
　上記のリアクトル1は、電気自動車やハイブリッド自動車などの電力変換装置用のリア
クトルとして好適に利用できる。この種のリアクトルでは、通電条件は、例えば最大電流
（直流）：100A～1000A程度、平均電圧：100V～1000V程度、使用周波数：5kHz～100kHz程
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度である。
【００８８】
　＜リアクトルの製造方法＞
　以上説明したリアクトル１は、大きく分けて以下の（１）～（３）の工程を経て作製さ
れる。
（１）コイル及び緩衝部材の装着された内側コア部に対して内側樹脂部を成形してコイル
成形体を得る第一成形工程
（２）コイル成形体と連結コア部とを組み立てて組立体とする組立工程
（３）この組立体に対して外側樹脂部を成形してリアクトルとする第二成形工程
【００８９】
（１）第一成形工程
　まず、１本の巻線を巻回して、一対のコイル素子10A、10Bが連結部10rで連結されたコ
イル10を形成しておく。次いで、図３（Ａ）に示すように、内側コア部22を用意し、その
外周に緩衝部材70となる熱収縮チューブを嵌め、同チューブを加熱収縮させて、内側コア
部22の外周面に被着させる（図３（Ｂ））。次に、各コイル素子10A、10Bの内側に緩衝部
材70の装着された内側コア部22を挿入する（図４（Ａ））。続いて、組み合わせたコイル
10と緩衝部材70の装着された内側コア部22との外周に内側樹脂部30を成形するための金型
を用意する。
【００９０】
　この金型は、開閉する第一金型と第二金型の一対から構成される。第一金型は、コイル
10の一端側（始端・終端側）に位置する端板を備える。一方、第二金型は、コイルの他端
側（連結部10r側）に位置する端板と、コイル10の周囲を覆う側壁とを備える。
【００９１】
　この金型にコイル10と緩衝部材70の装着された内側コア部22とを組み合わせた状態で収
納する。その際、各コイル素子10A、10Bの角部に相当する個所を金型内面の凸部（図示略
）で支持し、凸部以外の金型内面とコイル10との間には、一定のギャップが形成されるよ
うにする。さらに、緩衝部材70の装着された内側コア部22の端面を金型の凹部で支持して
、緩衝部材70と各コイル素子10A、10Bとの間にも一定のギャップが形成されるようにする
。このギャップに充填される樹脂が介在樹脂部31iとなる。
【００９２】
　また、第一・第二金型には、駆動機構で金型の内部に進退可能な複数の棒状体が設けら
れている。ここでは、合計８本の棒状体を用い、各コイル素子10A、10Bのほぼ角部を押圧
してコイル10を圧縮させる。但し、連結部10rは棒状体で押すことが難しいため、連結部1
0rの下方を棒状体で押すこととしている。棒状体は、コイル10が内側樹脂部で被覆されな
い箇所を少なくするため極力細くするが、コイル10を圧縮するのに十分な強度と耐熱性を
備えたものとする。コイル10を金型内に配置した段階では、コイル10は未だ圧縮されてお
らず、隣接するターンの間に隙間が形成された状態となっている。
【００９３】
　次に、棒状体を金型内に進出してコイル10を圧縮する。この圧縮により、コイル10の隣
接するターン同士が接触され、各ターン間に実質的に隙間のない状態となる。また、金型
内における圧縮状態のコイル10の所定の位置に上記センサ収納管を配置する。
【００９４】
　その後、樹脂注入口から金型内にエポキシ樹脂を注入する。注入された樹脂がある程度
固化して、コイル10を圧縮状態に保持できるようになれば、棒状体を金型内から後退させ
ても良い。
【００９５】
　そして、樹脂が固化して、コイル10を圧縮状態に保持すると共に緩衝部材70が装着され
た内側コア部22も一体化したコイル成形体1Mが成形されると、金型を開いて同成形体を金
型から取り出す。
【００９６】
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　得られたコイル成形体1M（図４（Ｂ））は、棒状体で押圧されていた箇所が内側樹脂部
30で覆われておらず、複数の小穴を有する形状に成形されている。この小穴は、適宜な絶
縁材などで充填しても良いし、そのまま放置しておいても良い。なお、コイル10を圧縮し
ないで自由長のままとする場合、上記棒状体による押圧を行わなくてよい。
【００９７】
（２）組立工程
　まず、図５に示すように、作製したコイル成形体1Mの巻線の端部10eに端子金具50を溶
接する。この溶接を行う段階では、図６に破線で示すように、端子金具の接続面52は溶接
面54とほぼ平行に配され、同図の上下方向に伸びている。この接続面52は、外側樹脂部40
の成形後、ナット60の上方を覆うようにほぼ90°屈曲される。図５では、接続面52の屈曲
後の端子金具50を示している。
【００９８】
　次に、両内側コア部22の端面を連結コア部24で挟み込み、これら内側コア部22と連結コ
ア部24とを接合して環状のコア20を形成する。連結コア部24と内側コア部22との接合は、
接着剤により行う。
【００９９】
（３）第二成形工程
　次に、組立工程で得られた組立体の外周に外側樹脂部40を形成するための金型を用意す
る。ここでは、金型100は、図７に示すように上部に開口を有する容器状の基部100bと、
基部100bの開口を閉じる蓋部100cとを備える。基部100bのキャビティ101内には、組立体1
Aが図２の上面を下向きにした倒立状態で収納される。
【０１００】
　基部100bのキャビティ101は、図１に示す外側樹脂部40の外形、即ち、リアクトル1の外
形のうち、主に上面側の形状を形作るように形成されている。特に、基部100bのキャビテ
ィ101の底面には、コイル成形体1Mの連結部被覆部33の上面側部分が嵌め込まれる嵌合溝1
10が形成されている。連結部被覆部33を嵌合溝110に嵌合することで、キャビティ101内の
所定の位置に組立体1Aを容易に位置合わせすることができる。即ち、連結部被覆部33の一
部は、組立体1Aにおける金型100に対する位置決め部として機能する。
【０１０１】
　また、基部の内底面には、同一直線上に乗る合計3つの樹脂注入ゲートが形成されてい
る。3つのゲートのうち、中間に位置する内側ゲートは、基部内に組立体を配置した際、
並列される一対のコイル素子10A、10Bの間に開口している。また、内側ゲートを挟む残り
２つの外側ゲートは、それぞれ内側ゲートとの間に連結コア部24を挟む位置に開口してい
る。
【０１０２】
　その他、巻線10wの端部10eと端子金具50との接合箇所を覆う保護部を形成するための凹
部111、ナット60(図２)が嵌め込まれるナット穴を成形するための凸部(図示せず)、端子
台を形成するための凹部112、及び端子金具50の接続面52が溶接面54に平行に延びた状態
で差し込まれる凹部113が基部100bのキャビティ101の底面に形成されている。また、キャ
ビティ101において、外側樹脂部40の側面を形成する箇所は、開口側に向かって広がる傾
斜面で構成されている。
【０１０３】
　蓋部100cは、その基部100bに対向する面が平面であり、リアクトル1の設置面を平坦な
面に成形することができる。蓋部100cにおける基部100bに対向する面が平面であることで
、蓋部100cで封止した金型100内に樹脂を注入する際、空気が溜まり易い凹凸が蓋部100c
に存在しないため、外側樹脂部40に欠陥が生じ難い。基部100bに樹脂注入ゲートを設ける
代わりに、この蓋部100cに樹脂注入ゲートを設けても良い。その場合、蓋部100cのうち、
基部100bの樹脂注入ゲートと対向する箇所に樹脂注入ゲートを設ければ良い。なお、リア
クトル1の設置面に、凹凸を全く形成しない平面とするのであれば、上記蓋部100cを用い
ることなく基部100b内に樹脂を注入するだけでもよい。この場合、注入した樹脂の液面が
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、リアクトル1の設置面を形成することになる。
【０１０４】
　上記金型100内に組立体1Aを配置する。具体的には、組立体1Aのコイル成形体1Mの連結
部被覆部33の一部を嵌合溝110に嵌め込む。この工程により、組立体1Aは、金型100に位置
決めされる。また、上記嵌合により、センサ用穴31hを構成する筒体の端面は、基部100b
のキャビティ101の底面に接し、当該筒体と上記嵌合とにより組立体1Aはキャビティ101の
底面に支持されて、キャビティ101の所定の位置に配置された状態を維持することができ
る。更に、凹部111に、巻線10wの端部10eと端子金具50との接合箇所、凹部113に端子金具
50の接続面52を挿入する。
【０１０５】
　上述のように組立体1Aを配置したら、基部100bの開口側に蓋部100cを被せて金型100を
閉じ、各樹脂注入ゲートから外側樹脂部40の構成樹脂(ここでは不飽和ポリエステル)を金
型100内に注入する。このとき、環状のコア20の内側と外側との双方から上記樹脂が注入
されるため、当該コア20の内側から外側に向かって当該コア20に作用する圧力と、当該コ
ア20の外側から内側に向かって作用する当該コア20の圧力とが打ち消しあい、当該コア20
を損壊することなく、早期に樹脂の充填を行える。この効果は、樹脂の注入圧力が高い場
合に特に顕著である。
【０１０６】
　外側樹脂部40の成形を終えたら金型100を開き、その内部からリアクトル1を取り出す。
このとき、キャビティ101の開口部側が傾斜面となっていることで、リアクトル1を抜き出
し易い。取り出したリアクトル1のナット穴にナット60(図２)を嵌め込み、図２、５、６
に示すように端子金具50の接続面52をほぼ90°屈曲し、当該接続面52によりナット60の上
部を覆うようにして、リアクトル1を完成する。
【０１０７】
　以上説明したように、本発明のリアクトルによれば、次の効果を奏することができる。
【０１０８】
　内側コア部22の外周を緩衝部材70で覆うことで、リアクトル1にヒートサイクルが作用
した場合でも、コイル10と緩衝部材70の間に位置する介在樹脂部31iの収縮に伴う応力が
緩和され、介在樹脂部31iにクラックが生じることが抑制される。
【０１０９】
　内側樹脂部30がコイル10を伸縮不能に保持するため、伸縮に伴うコイルのハンドリング
の困難性を改善できる。そのため、リアクトル1は生産性に優れる。
【０１１０】
　内側樹脂部30と緩衝部材70がコイル10とコア20との絶縁の機能も果たすため、従来のリ
アクトルで用いていた筒状ボビン・枠状ボビンを必要としない。
【０１１１】
　内側樹脂部30及び外側樹脂部40の成形によりセンサ用穴41hが成形されるため、後加工
によりセンサ用穴41hを形成する必要がない。そのため、効率的なリアクトル1の製造が行
え、かつセンサ用穴を後加工する場合に問題となったコイル10やコア20の損傷も回避でき
る。
【０１１２】
　内側樹脂部30と外側樹脂部40の２層でリアクトルを構成することで、金属製のケースを
用いなくても機械的・電気的に保護されたリアクトル1を容易に形成できる。特に、内側
樹脂部30を放熱性の高い樹脂とし、外側樹脂部40を耐衝撃性に強い樹脂とすることで、放
熱性と機械的強度とを兼備したリアクトルとできる。とりわけ、外側樹脂部40を有するこ
とで、軟磁性粉末の圧粉成形体でコアを構成した場合にも機械的強度の高いリアクトル1
とすることができる。
【０１１３】
　外側樹脂部40のフランジ部42に、リアクトル1を冷却ベースに固定するための貫通孔42h
を成形することで、この貫通孔42hにボルトを挿通して冷却ベースにねじ込むだけで、ボ
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ルト以外にリアクトルの押え金具を別途用意することなくリアクトル1の設置が行える。
特に、貫通孔に金属カラー42cを用いることで貫通孔42hが補強され、ボルトの締め付けに
よりフランジ部42に亀裂が生じることも抑制できる。
【０１１４】
　一対の連結コア部24の高さを異なるようにし、高さが低い連結コア部24の上に端子金具
50を配置し、外側樹脂部40で連結コア部24やコイル成形体1Mを一体に成形することで、端
子金具50を含むリアクトル1の高さが大きくなることがない。
【０１１５】
　外側樹脂部40で端子金具50を一体に成形することで、外側樹脂部40の成形と同時に端子
台を構成できる。そのため、別途作製した端子台をリアクトル1に固定するための部材や
作業を省略できる。
【０１１６】
　コイルの連結部10rをターン形成面10fよりも高くすることで、連結コア部24の高さを大
きくする一方で厚さ（コイル軸方向の長さ）を小さくでき、リアクトル1の投影面積を小
さくできる。とりわけ、軟磁性粉末の圧粉成形体でコア20を構成することで、連結コア部
24の高さが内側コア部22の高さと異なるコア20を容易に成形できる。また、連結コア部24
の下面をコイル成形体1Mの下面及び外側樹脂部40の下面と面一にすることで、リアクトル
1の設置面を平面とし、固定対象との広い接触面積を確保することで、効率的な放熱が可
能になる。
【０１１７】
　外側樹脂部40でナット60自体ではなくナット穴43を成形することで、外側樹脂部40の成
形時にナット60が存在せず、ナット内部に外側樹脂部40の構成樹脂が入り込むことを防止
できる。一方で、ナット穴43にナット60を収納したのち、端子金具50の接続面52を屈曲さ
せてナット穴の開口を接続面52で覆うことで、ナット60の脱落を容易に防止できる。
【０１１８】
　コイル成形体1Mの内側樹脂部30に一体に形成された位置決め部を備えることで、外側樹
脂部40を形成する際に、別途、ピンやボルトなどを用いることなく、組立体1Aを金型100
に容易に位置決めすることができる。この点からも、リアクトル1は生産性に優れる。
【０１１９】
　別途用意したピンなどを用いないで位置決めを行うことで、組立体1Aにおいて外側樹脂
部40に覆われない箇所を効果的に低減することができる。そして、位置決め部が外側樹脂
部40から露出されているものの、位置決め部には内側樹脂部30が存在する。従って、リア
クトル1は、内側樹脂部30及び外側樹脂部40により、コイル10やコア20を外部環境から保
護したり、機械的保護を十分に図ることができる。
【０１２０】
　（変形例１－１）
　実施形態1では、緩衝部材70を装着した内側コア部22が内側樹脂部30でコイル10と一体
化されたコイル成形体1Mを用いたが、図８に示すように、各コイル素子の内側に中空孔31
oが形成されるように内側樹脂部を成形してもよい。この成形は、コイルの内側に緩衝部
材の装着された内側コア部をはめ込む代わりに中子を挿入して、金型内に中子の挿入され
たコイルを収納した状態で内側樹脂部の構成樹脂を注入すればよい。そして、内側樹脂部
30で形成される中空孔31oに、緩衝部材70を装着した内側コア部22を挿入し、さらに内側
コア部22に連結コア部24を接合してから外側樹脂部を実施形態１と同様に成形することで
、リアクトルを構成できる。
【０１２１】
　（実施形態２）
　次に、実施形態１のリアクトルで用いた内側樹脂部を備えず、外側樹脂部のみを有する
本発明のリアクトルを図９に基づいて説明する。本例は、内側樹脂部を有しない点が実施
形態１との主たる相違点であり、他の構成は実施形態１とほぼ共通するため、以下の説明
は相違点を中心に行う。
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【０１２２】
　本例では、予め端子金具をインサート成型した予備成形体80を作製しておく。この予備
成形体80は、端子金具50の埋設部を覆うように形成され、低い連結コア部24の上面に載置
できるブロック状の成形体である。ナット60を収納するナット穴82は、この予備成形体80
に形成されている。この予備成形体80の構成樹脂には、実施形態１における内側樹脂部や
外側樹脂部の構成樹脂と同様の樹脂が利用できる。また、内側コア部22の外周に緩衝部材
70が装着されている点や、端子金具の接続面52を折り曲げてナット60に対面させる点は実
施形態１と共通である。
【０１２３】
　本例のリアクトル1を組み立てるには、コイル10とコア20との間を絶縁するボビン90を
用いる。ボビン90は、コイル10の両端部と連結コア部24との間に介在される枠状ボビン92
を用いる。本例の場合、緩衝部材70が内側コア部22の外周を覆う筒状ボビンの機能を果た
すため、従来のリアクトルで用いた筒状ボビンは不要である。
【０１２４】
　リアクトル1を構成するには、コイル10、コア20、及びボビン90の組立体に対し、予備
成形体80を取り付ける。具体的には、予備成形体80から突出する溶接面54をコイルの巻線
端部10eに溶接する。そして、この組立体の外周に外側樹脂部40を成形する。その際、コ
イル10のターン間などからコイル10と緩衝部材70の間に外側樹脂部40の構成樹脂が浸入し
、この構成樹脂が硬化して介在樹脂部40iとなる。
【０１２５】
　本例の場合も、リアクトル1がヒートサイクルを受けると、降温時に介在樹脂部40iが収
縮するが、緩衝部材70がクッションの機能を果たし、介在樹脂部40iにクラックが生じる
ことを抑制できる。
【０１２６】
　（実施形態３）
　次に、実施形態３のリアクトル1αとして、変形ポット型リアクトルを図１０～図１１
に基いて説明する。リアクトル1αは、巻線10wを巻回してなる一つのコイル素子からなる
コイル10と、コイル10が配置されるコア20とを備える変形ポット型リアクトルである。コ
ア20は、コイル10内に挿通された内側コア部22と、コイル10の外周に配置され、内側コア
部22に連結される連結コア部24とを備え、これら両コア部22、24により閉磁路を形成する
。そのうち内側コア部22の外周を緩衝部材70で覆っている。コイル10の内外の表面には、
そのほぼ全体を覆う内側樹脂部30（図１０（B））が形成され、その内側樹脂部30がコイ
ル10と内側コア部22とを一体化してコイル成形体を構成している。このコイル成形体は、
ケース120に収納されている。そして、連結コア部24は、磁性粉末と樹脂との混合物から
構成されており、コイル10（コイル成形体）は、ほぼ全外周を連結コア部24により覆われ
てケース120に封止されている。以下、各構成を詳細に説明する。
【０１２７】
　[コイル]
　コイル10は、1本の連続する巻線を螺旋状に巻回してなる円筒状体である。この巻線10w
は、実施形態1と同様のものが利用できる。ここでは、導体が銅製の平角線からなり、絶
縁被覆がエナメル(代表的にはポリアミドイミド)からなる被覆平角線を利用している。絶
縁被覆の厚さは、20μm以上100μm以下が好ましく、厚いほどピンホールを低減できて絶
縁性を高められる。コイル10は、この被覆平角線をエッジワイズ巻きにして形成されてい
る。円筒状とすることで、エッジワイズ巻きであっても比較的容易にコイルを形成できる
。
【０１２８】
　コイル10を形成する巻線10wの両端部は、図１０、１１に示すようにターンから適宜引
き延ばされて後述する連結コア部24を通って外部に引き出され、絶縁被覆が剥がされて露
出された導体部分に、銅やアルミニウムなどの導電性材料からなる端子部材(図示せず)が
接続される。この端子部材を介して、コイル10に電力供給を行う電源などの外部装置(図
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示せず)が接続される。巻線10wの導体部分と端子部材との接続には、TIG溶接などの溶接
の他、圧着などが利用できる。ここでは、コイル10の軸方向に平行するように巻線10wの
両端部を引き出しているが、引き出し方向は適宜選択することができる。
【０１２９】
　リアクトル1αでは、当該リアクトル1αを設置対象に設置したとき、コイル10の軸方向
がケース120の底面122に直交するように、コイル10がケース120内に収納された形態(以下
、この配置形態を縦型形態と呼ぶ)である。
【０１３０】
　[コア]
　コア20は、コイル10内に挿通された円柱状の内側コア部22と、コイル10と内側コア部22
との組物の外周の大半を覆うように形成された連結コア部24とを備える所謂変形ポット型
コアである。連結コア部24は、コイルのほぼ両側方（図１０（A）のB-Bで切断される側）
と上面とを覆う断面が略C型の磁性片であり、コイルの前後側（ガイド突起部121に対向す
る側）は非常に薄い連結コアでしか覆われていない。特に、リアクトル1αでは、内側コ
ア部22の構成材料と、連結コア部24の構成材料とを異種の材料とし、両コア部22、24の磁
気特性が異なることも特徴の一つとする。具体的には、内側コア部22は、連結コア部24よ
りも飽和磁束密度が高く、連結コア部24は、内側コア部22よりも透磁率が低い。
【０１３１】
　《内側コア部》
　内側コア部22は、コイル10の内周面の形状に沿った円柱状の外形を有しており、その全
体が圧粉成形体から構成されている。ここでは、ギャップ材やエアギャップが介在してい
ない中実体としているが、ギャップ材やエアギャップを適宜介在させた形態とすることが
できる。また、例えば、内側コア部22を複数の分割片で構成し、各分割片を接着剤により
接合することで一体化する形態とすることができる。
【０１３２】
　圧粉成形体は、代表的には、表面に絶縁被膜を備える軟磁性粉末や、軟磁性粉末に加え
て適宜結合剤を混合した混合粉末を成形後、上記絶縁被膜の耐熱温度以下で焼成すること
により得られる。圧粉成形体は、三次元形状体を簡単に形成でき、例えば、コイルの内周
面の形状に適合した外形を有する内側コア部を容易に形成できる。また、圧粉成形体は、
磁性粒子間に絶縁物が存在することで、磁性粉末同士が絶縁されて、渦電流損失を低減で
き、コイルに高周波の電力が通電される場合であっても、上記損失を少なくすることがで
きる。
【０１３３】
　上記軟磁性粉末は、Fe、Co、Niといった鉄族金属粉末の他、Fe-Si、Fe-Ni、Fe-Al、Fe-
Co、Fe-Cr、Fe-Si-AlなどのFe基合金粉末、或いは希土類金属粉末、フェライト粉末など
が利用できる。特に、Fe基合金粉末は、フェライトなどの磁性材料に比較して、飽和磁束
密度が高い圧粉成形体を得易い。軟磁性粉末に形成される絶縁被膜は、例えば、燐酸化合
物、珪素化合物、ジルコニウム化合物、アルミニウム化合物、又は硼素化合物などが挙げ
られる。結合剤は、例えば、熱可塑性樹脂、非熱可塑性樹脂、又は高級脂肪酸が挙げられ
る。この結合剤は、上記焼成により消失したり、シリカなどの絶縁物に変化したりする。
圧粉成形体は、公知のものを利用してもよい。
【０１３４】
　圧粉成形体の飽和磁束密度は、軟磁性粉末の材質や、上記軟磁性粉末と上記結合剤との
混合比、種々の被膜の量などを調整することで変化させることができる。例えば、飽和磁
束密度の高い軟磁性粉末を用いたり、結合剤の配合量を低減して軟磁性材料の割合を高め
たりすることで、飽和磁束密度が高い圧粉成形体が得られる。その他、成形圧力を変える
、具体的には成形圧力を高くすることでも飽和磁束密度を高められる傾向にある。所望の
飽和磁束密度となるように軟磁性粉末の材質の選択や成形圧力の調整などを行うとよい。
【０１３５】
　ここでは、内側コア部22は、絶縁被膜を備える軟磁性粉末を用いて作製した圧粉成形体
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から構成されている。
【０１３６】
　また、内側コア部22におけるコイル10の軸方向の長さ(以下、単に長さと呼ぶ)は、適宜
選択することができる。図１０、図１１に示す例では、内側コア部22の長さがコイル10よ
りも若干長く、内側コア部22の両端面及びその近傍がコイル10の端面から突出しているが
、コイル10と同じ長さでもよいし、コイル10よりも若干短くすることもできる。内側コア
部22の長さがコイル10の長さと同等以上であると、コイル10がつくる磁束を内側コア部22
に十分に通過させられる。また、内側コア部22におけるコイル10からの突出長さも適宜選
択することができる。図１０、図１１に示す例では、内側コア部22においてコイル10の一
端面から突出する突出長さが他端面からの突出長さよりも大きいが、内側コア部22におい
てコイル10の両端面から突出する突出長さを同じにすることもできる。特に、上述した縦
型形態では、図１０（B）に示す例のようにコイル10の一端面から突出する内側コア部22
の一端面をケース120の底面122に接触させて内側コア部22をケース120に配置すると内側
コア部22をケース120に安定して配置できるため、連結コア部24を形成し易い。
【０１３７】
《連結コア部》
　連結コア部24は、上述のように内側コア部22と共に閉磁路を形成する外側コア材である
と共に、コイル10と内側コア部22との組物の外周を覆い、両者をケース120に封止する封
止材としても機能する。従って、リアクトル1αでは、ケース120の底面122から開口側に
至って、磁性粉末と樹脂との混合物からなる成形硬化体が存在し、この成形硬化体が連結
コア部24を構成する。この連結コア部24と上記内側コア部22とは接着剤を介在することな
く、連結コア部24の構成樹脂により接合されている。従って、コア20は、その全体に亘っ
て接着剤やギャップ材を介することなく一体化された一体化物である。
【０１３８】
　上記成形硬化体は、代表的には、射出成形、注型成形により形成することができる。射
出成形は、磁性材料からなる磁性粉末と流動性のある樹脂とを混合し、この混合物を、所
定の圧力をかけて金型に流し込んで成形した後、上記樹脂を硬化させる。注型成形は、射
出成形と同様の混合物を得た後、この混合物を、圧力をかけることなく金型に注入して成
形・硬化させる。
【０１３９】
　上記いずれの成形手法も、磁性粉末には、上述した内側コア部22に利用する軟磁性粉末
と同様のものを利用することができる。特に、連結コア部24に利用する軟磁性粉末は、純
鉄粉末やFe基合金粉末といった鉄基材料からなる粉末が好適に利用できる。鉄基材料は、
フェライトなどに比較して飽和磁束密度や透磁率が高い材料であることから、樹脂の含有
割合が高い場合でも、ある程度の飽和磁束密度や透磁率を有するコアが得られる。軟磁性
材料からなる粒子の表面に燐酸鉄などからなる被膜を備える被覆粉末を利用してもよい。
これら磁性粉末は、平均粒径が1μm以上1000μm以下、更に10μm以上500μm以下の粉末が
利用し易い。
【０１４０】
　また、上記いずれの成形手法も、バインダとなる樹脂には、エポキシ樹脂、フェノール
樹脂、シリコーン樹脂などの熱硬化性樹脂が好適に利用できる。熱硬化性樹脂を用いた場
合、成形体を加熱して樹脂を熱硬化させる。常温硬化性樹脂、或いは低温硬化性樹脂を用
いてもよく、この場合、成形体を常温～比較的低温に放置して樹脂を硬化させる。成形硬
化体は、圧粉成形体や後述する電磁鋼板と比較して、非磁性である樹脂が比較的多く存在
する。従って、連結コア部24の磁性粉末に、内側コア部22を構成する圧粉成形体と同じ軟
磁性粉末を用いたとしても、飽和磁束密度が低く、かつ透磁率も低くなる。
【０１４１】
　成形硬化体の透磁率や飽和磁束密度は、磁性粉末とバインダとなる樹脂との配合を変え
ることで調整することができる。例えば、磁性粉末の配合量を減らすと、透磁率が低い成
形硬化体が得られる。
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【０１４２】
　ここでは、連結コア部24は、平均粒径100μm以下の鉄基材料であって、絶縁被膜を備え
る被覆粉末とエポキシ樹脂との混合物を用いて作製した成形硬化体から構成されている。
【０１４３】
　なお、連結コア部24は、コイル10、内側コア部22および内側樹脂部30のコイル成形体の
ほぼ全周を覆う形態を示すが、コア20は、コイル10におけるケース120の開口部側に配置
される領域の外周を少なくとも覆うように存在すれば、コイル10の一部がコア20に覆われ
ていない形態(但し、ケース120には覆われた形態)とすることができる。
【０１４４】
　≪磁気特性≫
　内側コア部22の飽和磁束密度は、1.6T以上、更に1.8T以上、とりわけ2T以上が好ましい
。また、内側コア部22の飽和磁束密度は、連結コア部24の飽和磁束密度の1.2倍以上、更
に1.5倍以上、とりわけ1.8倍以上であることが好ましい。内側コア部22が連結コア部24に
対して相対的に十分に高い飽和磁束密度を有することで、内側コア部22の断面積を小さく
できる。また、内側コア部22の透磁率は、50以上1000以下、特に、100～500程度が好まし
い。
【０１４５】
　連結コア部24の飽和磁束密度は、0.5T以上内側コア部の飽和磁束密度未満が好ましい。
また、連結コア部24の透磁率は、5以上50以下、特に5～30程度が好ましい。連結コア部24
の透磁率が上記範囲を満たすことで、コア20全体の平均透磁率が大きくなり過ぎることを
防止して、例えば、ギャップレス構造とすることができる。
【０１４６】
　ここでは、内側コア部22の飽和磁束密度が1.8T、透磁率が250であり、連結コア部24の
飽和磁束密度が1T、透磁率が10である。飽和磁束密度や透磁率が所望の値となるように、
内側コア部22及び連結コア部24の構成材料を調整するとよい。
【０１４７】
　[緩衝部材]
　上述した内側コア部22の外周面のうち、コイル10の内周に対応した箇所の全周を覆うよ
うに緩衝部材70が設けられている。この緩衝部材70は、実施形態1と同様に、リアクトル1
αの使用時のヒートサイクルによって、後述する介在樹脂部31i（図１０（B））にクラッ
クが生じることを抑制すると共に、コイル10と内側コア部22との絶縁を強化する機能も備
える。この緩衝部材70は、実施形態1と同様の構成のものが利用できる。本例では、緩衝
部材70に住友電工ファインポリマー株式会社製の熱収縮チューブ「スミチューブＫ」や「
スミチューブＢ２」を用いている。
【０１４８】
　[内側樹脂部]
　内側樹脂部30は、実施形態１と同様に、コイル10の内外周を覆うと共に、緩衝部材70が
装着された内側コア部22とコイル10とを一体化する。内側樹脂部の構成材料は、実施形態
１と同様である。この内側樹脂部30の一部は、図１０（B）に示すように、コイル10の内
周と緩衝部材70の外周との間に介在されて介在樹脂部31iを構成する。そして、内側樹脂
部30は、コイル10と内側コア部22との絶縁を強化することにも寄与する。なお、本例では
、内側樹脂部30でコイル10と緩衝部材付きの内側コア部22を一体化したが、変形例１-１
のように、内側樹脂部30でコイル10のみを成形してコイル内周に中空孔を形成し、その中
空孔に緩衝部材付きの内側コア部22をはめ込む構成としても良い。
【０１４９】
　[ケース]
　上記コイル10とコア20との組立体1Aを収納するケース120は、リアクトル1αを設置対象
(図示せず)に配置したときに当該リアクトル1αの設置側となる底面122と、底面122から
立設される側壁124とを備え、底面122と対向する側が開口した矩形の箱体である。
【０１５０】
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　ケース120の形状、大きさは、適宜選択することができる。例えば、上記組立体1Aに沿
った円筒形としてもよい。また、ケース120の材質は、アルミニウム、アルミニウム合金
、マグネシウム、マグネシウム合金といった非磁性材料で、かつ導電性材料が好適に利用
できる。導電性を有する非磁性材料からなるケースは、ケース外部への漏れ磁束を効果的
に防止できる。また、アルミニウムやマグネシウム、その合金といった軽量な金属からな
るケースは、樹脂よりも強度に優れる上に、軽量であることから、軽量化が望まれる自動
車部品に好適である。ここでは、ケース120は、アルミニウムにより構成されている。
【０１５１】
　その他、図１０、図１１に示すケース120は、側壁124の内周面にコイル10の回転を抑制
すると共に、コイル10の挿入時にガイドとして機能するガイド突起部121と、ケース120の
内周面の一角に突出して巻線10wの端部の位置決めに利用される位置決め部123と、ケース
120の内周面において底面122から突出してコイル10を支持し、ケース120に対するコイル1
0の高さを位置決めするコイル支持部(図示せず)とを備える。ガイド突起部121、位置決め
部123、コイル支持部を備えるケース120を利用することで、ケース120内の所望の位置に
コイル10を精度良く配置でき、引いては、コイル10に対する内側コア部22の位置も精度良
く決められる。ガイド突起部121などを省略してもよいし、別部材を用意して、これら別
部材をケースに収納して、コイル10の位置決めなどに利用してもよい。特に、この別部材
を連結コア部24の構成材料と同様の材料からなる成形硬化体とすると、連結コア部24の形
成時に容易に一体化できる上に、当該別部材を磁路に利用することができる。また、図１
０（A）に示すケース120は、リアクトル1αを設置対象(図示せず)にボルトにより固定す
るためのボルト孔120hを有する取付部126を備える。取付部126を有することで、ボルトに
よりリアクトル1αを設置対象に容易に固定することができる。
【０１５２】
　[その他の構成要素]
　コイル10とコア20との間の絶縁性をより高めるために、コイル10においてコア20に接触
する箇所には、絶縁物を介在させることが好ましい。特に、コイル10のターン形成部から
巻線の端部に至るまでの間であって、連結コア部24を貫通する箇所の巻線10wの外周に、
絶縁紙や樹脂などの絶縁テープを巻回したり、絶縁チューブを配することが好適である。
【０１５３】
　[リアクトルの大きさ]
　ケース120を含めたリアクトル1αの容量を0.2リットル(200cm3)～0.8リットル(800cm3)
程度とすると、車載部品に好適に利用することができる。本例のリアクトル1αの容量は2
80cm3である。
【０１５４】
　[用途]
　リアクトル1αは、通電条件が、例えば、最大電流(直流):100A～1000A程度、平均電圧:
100V～1000V程度、使用周波数:5kHz～100kHz程度である用途、代表的には電気自動車やハ
イブリッド自動車などの車載用電力変換装置の構成部品に好適に利用することができる。
この用途では、直流通電が0Aのときのインダクタンスが10μH以上1mH以下、最大電流通電
時のインダクタンスが0Aのときのインダクタンスの30％以上を満たすように、リアクトル
1αのインダクタンスを調整すると好適に利用できると期待される。
【０１５５】
　[リアクトルの製造方法]
　リアクトル1αは、例えば、以下のようにして製造することができる。まず、コイル10
、圧粉成形体からなる内側コア部22、及び緩衝部材70を用意し、図１１に示すように、内
側コア部22の外周に緩衝部材70を装着し、コイル10内にその緩衝部材付き内側コア部を挿
入して、コイル10、内側コア部22及び緩衝部材70の組物を作製する。
【０１５６】
　次に、この組物を内側樹脂部30で一体に成形して、実施形態１と同様にしてコイル成形
体を作製する。その際、コイル10の内周と緩衝部材70の外周との間には、内側樹脂部30の
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一部が入り込んで介在樹脂部31iが形成される。
【０１５７】
　次に、上記コイル成形体をケース120内に収納する。上述したガイド突起部121などを利
用して、当該コイル成形体をケース120内の所定の位置に精度良く配置できる。連結コア
部24(図１０、図１１)を構成する磁性粉末と樹脂との混合物を作製して、上記ケース120
に充填する。上記磁性粉末と樹脂との混合物(樹脂硬化前のもの)において、磁性粉末の含
有量は、20体積％～60体積％程度 (樹脂が40体積％～80体積％程度)とすることで、上述
のように透磁率が5～50の連結コア部24を形成できる。ここでは、磁性粉末:40体積％、樹
脂:60体積％とした。
【０１５８】
　上記磁性粉末と樹脂との混合物をケース120に充填した後、樹脂を硬化させる。この樹
脂の硬化により、リアクトル1αが得られる。ここでは、80℃程度に保持した状態で数分
～数10分静置して樹脂を硬化した。この保持温度は、使用する樹脂に応じて適宜選択する
ことができる。その他、前記混合物をケース120に充填した後、直ちに樹脂を硬化させて
もよい。
【０１５９】
　[効果]
　リアクトル1αは、コイルの内側に、順次介在樹脂部31iと緩衝部材70とを備えることで
、ヒートサイクルが作用した場合でも、コイル10と緩衝部材70の間に位置する介在樹脂部
31iの収縮に伴う応力が緩和され、介在樹脂部31iにクラックが生じることが抑制される。
【０１６０】
　また、上述のようにコア20の製造にあたり、接着剤を一切用いない接着剤レス構造であ
ることからも、リアクトル1αは生産性に優れる。更に、リアクトル1αは、内側コア部22
を圧粉成形体とすることで、飽和磁束密度の調整を簡単に行える上に、複雑な三次元形状
であっても容易に形成でき、この点からも生産性に優れる。
【０１６１】
　加えて、リアクトル1αは、コイル10が一つであることで、小型である。特に、リアク
トル1αでは、内側コア部22の飽和磁束密度が連結コア部24よりも高いことで、単一種の
材料により構成されてコア全体の飽和磁束密度が均一的であるコアと同じ磁束を得る場合
、内側コア部22の断面積(磁束が通過する面)を小さくできる。このような内側コア部22を
備えることからも、リアクトル1αは小型である。更に、リアクトル1αは、内側コア部22
の飽和磁束密度が高いと共に、連結コア部24の透磁率が低いことで、ギャップ材を有して
いないギャップレス構造とすることができ、ギャップを有するリアクトルと比較して小型
である。また、ギャップレス構造であることで、コイル10と内側コア部22とを近付けて配
置することができることからも、リアクトル1αは小型である。加えて、リアクトル1αは
、内側コア部22の外形が、円筒状のコイル10の内周面の形状に沿った円柱形状であること
で、コイル10と内側コア部22とを更に近付け易く、小型にできる。
【０１６２】
　また、リアクトル1αは、ケース120を備えることで、コイル10とコア20との組立体1Aを
粉塵や腐食といった外部環境から保護したり、機械的に保護したりすることができる。そ
の他、リアクトル1αは、連結コア部24を構成する磁性粉末と樹脂との比率を調整するこ
とで磁気特性を容易に変更できるため、インダクタンスの調整を容易に行える。
【０１６３】
　（変形例３－１）
　実施形態３では、コイル10を縦型配置する形態を説明した。その他、図１２に示すリア
クトル1βのように、ケース120の底面122に対してコイル10の軸方向が平行するように、
コイル10及び内側コア部22がケース120に収納された形態(以下、この配置形態を横型形態
と呼ぶ)とすることができる。
【０１６４】
　この横型形態でも、内側コア部22の外周に実施形態１と同様の緩衝部材70が設けられて
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いる。また、内側コア部22、連結コア部24の各材質は、実施形態３と同様に、各々圧粉成
形体、成形硬化体である。そして、コイル10、ケース120も実施形態3と同様のものを用い
て、実施形態3と同様の方法によりリアクトル1βを得ることができる。
【０１６５】
　この横型形態のリアクトルによれば、コイル10の外周側は勿論、内側コア部22の両端部
にも連結コア部24が配置されたリアクトル1βを容易に形成することができる。つまり、
内側コア部22の全外周を連結コア部24で覆ったリアクトル1βを構成できる。また、リア
クトル1βの高さを実施形態３に比べて低くすることができる。そして、内側コア部22の
外周に緩衝部材70を設けることで、リアクトル1βにヒートサイクルが作用した場合でも
、コイル10と緩衝部材70の間に位置する介在樹脂部31iの収縮に伴う応力が緩和され、介
在樹脂部31iにクラックが生じることが抑制される。
【０１６６】
　（実施形態４）
　次に、連結コア部の構成に工夫を施した実施形態４を図１３、図１４に基いて説明する
。本例のリアクトルは、連結コア部24（端部コア材24E）の構成を除いて、他の構成は内
側コア部の外側に緩衝部材を備える点や内側樹脂部を有する点を含めて実施形態１と共通
である。そのため、以下の説明は相違点を中心に行い、共通する構成の説明は省略する。
【０１６７】
　本例のリアクトルに用いる連結コア部24は、内側コア部22とコイルの端面の双方に対向
される内端面24fと、その内端面24fに隣接する側面24sとで形成される稜線を丸めて切欠
角部24gを形成した点が実施形態１の連結コア部24と異なる。この連結コア部24は、コア
片22cと同様の材質から構成されるブロック体である。ここでは、軟磁性粉末の圧粉成形
体からなって、コイル成形体１Mの端面に対面する内端面24fと、内端面24fと対向して環
状のコアの外側に現れる外端面24bと、内端面24f及び外端面24bをつなぐ両側面24sとを備
える略台形断面の連結コア部24を用いている。
【０１６８】
　さらに、この内端面24fと両側面24sとで形成される稜線には切欠角部24gが形成されて
いる。本例では、この稜線を丸めることで、連結コア部24の上下方向に沿って一様な曲率
を有する切欠角部24gを構成している。この切欠角部24gは、丸めた稜線に対応する金型を
用いて圧粉成形体の成形時に形成することが好ましい。その他、丸められていない稜線を
有する圧粉成形体を形成しておき、その稜線を切削、研削、研磨などにより事後的に加工
して切欠角部24gを形成してもよい。本例の切欠角部24gの円弧半径は3mmとした。この円
弧半径は1mm以上、10mm以下程度が好適であるが、連結コア部の断面積が内側コア部の断
面積以下にならないようにする。切欠角部24gの断面形状は円弧状に限らず、前記稜線を
平面で面取りした形状でもよい。
【０１６９】
　この切欠角部24gは、図５に示すように、コイル成形体1Mと連結コア部24とを組み合わ
せて組立体を構成した際、連結コア部24の側面24sとコイル成形体1Mにおけるターン被覆
部31の側面との間に溝を形成する。この溝は、前記組立体の外側に外側樹脂部40（図１、
図２）を成形する際、外側樹脂部40の構成樹脂が連結コア部24の内端面24fとコイル成形
体1Mの端面との間に導入するための案内溝として機能する。そして、この連結コア部24は
、並列された一対の内側コア部22の両端部同士をつなぐように配され、接着剤で内側コア
部22と接合される。これら内側コア部22と連結コア部24の接合により閉ループ状（環状）
のコア20（図１３（A））が形成される。内側コア部22と連結コア部24とを接合した状態
において、連結コア部24の側面は、内側コア部22の外側面よりも外方に突出している。そ
のため、内側コア部22の外周にコイルを配置すると、コイル端面のほぼ全周が連結コア部
の内端面24fに対向することになる。
【０１７０】
　このような連結コア部を用いて図７と同様に外側樹脂部の成形を行う際、連結コア部24
の切欠角部は、コイル成形体1Mの端面と連結コア部24との間に溝を形成している。そのた
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め、この溝を介して外側樹脂部となる不飽和ポリエステルが、連結コア部の内端面24fと
ターン被覆部31（図５）の端面との間に容易に入り込む。その結果、コイル成形体1Mと連
結コア部24との間に外側樹脂部40の構成樹脂が十分に充填され、当該外側樹脂部40に空孔
が形成されることもない。
【０１７１】
　また、連結コア部24のマニピュレータなどによるハンドリングや連結コア部24と他の部
材との接触により連結コア部24の稜線が欠けることを抑制することができる。さらに、前
記稜線がエッジ状にとがっていないため、連結コア部24がコイルに接触しても、コイルの
絶縁被覆を損傷させることが防止し易い。
【０１７２】
　（実施形態５）
　次に、実施形態４とは異なる切欠角部を有する本発明のリアクトルを図１５に基づいて
説明する。本例は、連結コア部の形態と、内側樹脂部を有しない点が実施形態１との主た
る相違点であり、他の構成は実施形態１とほぼ共通するため、以下の説明は相違点を中心
に行う。なお、図１５では、連結コア部24を実線で示し、内側コア部22は一方側のみ破線
で示して他方側は省略している。また、説明の便宜上、切欠角部24gは実際の寸法よりも
大きく誇張して図示している。
【０１７３】
　本例の連結コア部24は、その断面形状が実施形態４と同様に略台形状であるが、内側コ
ア部22と同じ高さであり、連結コア部24の上下面（上面24u）が内側コア部22の上下面と
面一に構成されている。また、内側コア部22と連結コア部24とを組み合わせて環状のコア
としたとき、コアの外周面は内側コア部22と連結コア部24とで連続し、連結コア部24の側
面が内側コア部22の側面よりも外側に突出することがない平坦コアとなる。つまり、各内
側コア部22の外側に各コイル素子を配置した場合、連結コア部24の内端面24fのうち、コ
イルの端面に対向する箇所は、各コイル素子の巻線が隣合わせに並列配置される箇所に対
向する領域のみである。
【０１７４】
　このような連結コア部24において、切欠角部24gは連結コア部の内端面24fと上下面（上
面24u）とで構成される稜線に形成する。具体的には、図１５（A）に示すように、連結コ
ア部24の左右方向（コイル軸方向と直交する水平方向）の中間部に断面が矩形の切欠を設
けて切欠角部24gとする。この切欠角部24gの形成箇所は、内側コア部22の外側にコイルを
配置した際、コイルの端面と対向する箇所になる。その他、図１５（B）に示すように、
連結コア部24の同一箇所に断面が三角の切欠を設けて別構成の切欠角部24gとしてもよい
。
【０１７５】
　このようなコアでリアクトルを構成するには、まず内側コア部22の外側にコイルを配置
する。次に、内側コア部22の両端面に連結コア部24を接合する。そして、このコアとコイ
ルとの組立体の外周を外側樹脂部（図１、図２参照）で覆う。
【０１７６】
　本例の場合も、切欠角部の箇所からコイルの端面における両コイル素子の間に向かって
外側樹脂部の構成樹脂を案内することができる。そのため、切欠角部がない場合に比べて
、コイルとコアとの間に外側樹脂部をより確実に充填することができる。
【０１７７】
　なお、上述した実施形態は、本発明の要旨を逸脱することなく、適宜変更することが可
能であり、上述した構成に限定されるものではない。
【０１７８】
　〔付記〕
　以上の説明により、以下の発明も把握することができる。
【０１７９】
　（A）巻線を螺旋状に巻回してなるコイルと、コイルの内側に配されて閉磁路の一部を
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構成する内側コア部、及び内側コア部に結合されて閉磁路の残部を構成する連結コア部を
有するコアとを備えるリアクトルであって、
　前記コイルとコアとの組立体の少なくとも一部を覆う外側樹脂部を備え、
　前記連結コア部のうち、前記コイルの端面に対向する内端面と、この内端面につながる
隣接面とが形成する稜線に切欠角部を備えることを特徴とするリアクトル。
【０１８０】
　（B）前記切欠角部は、前記稜線を丸めることで構成されてなることを特徴とする付記
（A）に記載のリアクトル。
【０１８１】
　（C）前記連結コア部におけるリアクトルの設置側の面及びその反対面の少なくとも一
方が、前記内側コア部におけるリアクトルの設置側の面及びその反対面の少なくとも一方
よりも突出していることを特徴とする付記（A）又は（B）に記載のリアクトル。
【０１８２】
　（D）前記連結コア部の隣接面は、前記内端面に隣接する側面であることを特徴とする
付記（A）～（C）のいずれか１項に記載のリアクトル。
【０１８３】
　（E）前記連結コア部の隣接面は、前記内端面に隣接する上面で、
　前記切欠角部は、コイルの端面のうち、各コイル素子の巻線が隣合わせに並列配置され
る箇所に対向して形成されていることを特徴とする付記（A）～（C）のいずれか１項に記
載のリアクトル。
【０１８４】
　（F）前記コアが圧粉成形体であることを特徴とする付記（A）～（E）のいずれか１項
に記載のリアクトル。
【０１８５】
　（G）さらに、前記コイルの形状を保持する内側樹脂部を備え、
　前記外側樹脂部は、前記コアと内側樹脂部を備えるコイルとの組立体の少なくとも一部
を覆っていることを特徴とする付記（A）～（F）のいずれか１項に記載のリアクトル。
【０１８６】
　（H）コイルと、このコイルが配置されるコアとを備えるリアクトルであって、
　前記コイルの外周を覆って、このコイルの形状を保持する内側樹脂部と、
　前記内側樹脂部を備えるコイルと前記コアとの組立体の外周の少なくとも一部を覆う外
側樹脂部と、
　前記内側樹脂部に一体に形成され、前記外側樹脂部を金型で形成するときに前記組合体
を前記金型に対して位置決めするために用いられ、前記外側樹脂部に覆われない位置決め
部とを備えることを特徴とするリアクトル。
【０１８７】
　（I）前記コイルは、一対のコイル素子と、両コイル素子を連結する連結部とを備え、
　前記連結部は、前記両コイル素子のターン形成面よりも突出して設けられており、
　前記位置決め部は、前記内側樹脂部において前記連結部を覆う箇所に形成されているこ
とを特徴とする付記Aに記載のリアクトル。
【０１８８】
　（J）コイルと、このコイルが配置されるコアとの組立体の外周の少なくとも一部が外
側樹脂部で覆われたリアクトルに用いられるコイル成形体であって、
　前記コイルの外周を覆って、このコイルの形状を保持する内側樹脂部と、
　前記内側樹脂部に一体に形成され、前記外側樹脂部を金型で形成するときに前記組立体
を前記金型に対して位置決めするために用いられ、当該外側樹脂部に覆われない位置決め
部とを備えることを特徴とするコイル成形体。
【０１８９】
　（K）コイルとコアとの組立体を形成し、この組立体の外周の少なくとも一部を外側樹
脂部で覆ってリアクトルを製造するリアクトルの製造方法であって、
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　前記コイルと、このコイルの外周を覆うと共に、このコイルの形状を保持する内側樹脂
部とを備えるコイル成形体を形成する工程と、
　前記コイル成形体と前記コアとの組立体を金型に収納し、この金型に樹脂を充填して硬
化して、当該組立体の外周の少なくとも一部を覆う前記外側樹脂部を形成する工程とを備
え、
　前記内側樹脂部と一体に位置決め部を形成しておき、前記組立体を前記金型に収納する
際、この位置決め部を前記金型に嵌め合わせることで当該組立体を前記金型に位置決めす
ることを特徴とするリアクトルの製造方法。
【産業上の利用可能性】
【０１９０】
　本発明のリアクトルやリアクトル用部品は、コンバータなどの部品として利用すること
ができる。特に、ハイブリッド自動車や電気自動車などの自動車用リアクトルとして好適
に利用することができる。
【符号の説明】
【０１９１】
1、1α、1β　リアクトル
　1M　コイル成形体
　1A　組立体
10　コイル
　10A、10B　コイル素子
　10w　巻線
　10t　ターン部
　　10f　ターン形成面
　10r　連結部
　10e　端部（巻線端部）
20　コア
　22　内側コア部
　　22c　コア片
　　22g　ギャップ材
　24　連結コア部
　　24b　外端面　24f　内端面　24s　側面　24u　上面　24g　切欠角部
　24E　端部コア材
30　内側樹脂部
　31　ターン被覆部
　31i　介在樹脂部
　31h　センサ用穴
　31o　中空孔
　33　連結部被覆部
40　外側樹脂部
　40i　介在樹脂部
　41h　センサ用穴
　42　フランジ部
　　42h　貫通孔
　　42c金属カラー
　43　ナット穴
50　端子金具
　52　接続面
　　52h　挿通孔
　54　溶接面
60　ナット
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70　緩衝部材
80　予備成形体
　82　ナット穴
90　ボビン
　92　枠状ボビン
100　金型
　100b　基部
　100c　蓋部
　101　キャビティ
　110　嵌合溝
　111、112、113　凹部
120　ケース
　120h　ボルト孔
　121　ガイド突起部
　122　底面
　123　位置決め部
　124　側壁
　126　取付部
210　端子
220　ボルト

【図１】 【図２】
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