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(57)【要約】
　巻線型コイルの外鍔部と実装基板との接触を防止して
、外鍔部が破損し、巻き回された導線がずれたり解けた
りするのを防止した巻線型コイルを提供する。
　鍔８ａの外側面には凹溝１２ａが形成され、凹溝１２
ａの両側には、内鍔部１３ａと、外鍔部１４ａとが形成
されている。そして、凹溝１２ａの底面１５ａから外鍔
部１４ａの少なくとも実装基板１０に対向する外側面ま
での距離Ｌ１は、凹溝１２ａの底面１５ａから内鍔部１
３ａまでの距離Ｌ２よりも小さく形成されている。また
、凹溝１２ａに形成された第２の巻線部２２ａは、凹溝
１２ａの底面１５ａから第２の巻線部２２ａの実装基板
１０に対向する外側面までの距離Ｌ３が、距離Ｌ１より
も大きくてもよいが、距離Ｌ３と距離Ｌ１との差が導線
２０の直径Ｄよりも小さくなるように形成されている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　導線が巻き回された巻芯部と、前記巻芯部の両端部に設けられた鍔とを有し、実装基板
に実装される巻線型コイルにおいて、
　前記鍔は、
　前記鍔の外周面に形成された凹溝と、
　前記鍔の前記凹溝よりも前記巻芯部側に形成された内鍔部と、
　前記鍔の前記凹溝よりも前記巻芯部と反対側に形成された外鍔部と、
　前記巻芯部に巻き回された前記導線の端末が前記凹溝に巻き回されて形成された電極部
とを備え、
　前記凹溝の底面から前記外鍔部の少なくとも前記実装基板に対向する外側面までの第１
の距離が、前記凹溝の底面から前記内鍔部の前記実装基板に対向する外側面までの第２の
距離よりも小さく形成されていることを特徴とする巻線型コイル。
【請求項２】
　前記第１の距離が、前記凹溝の底面から前記電極部の前記実装基板に対向する外側面ま
での第３の距離よりも小さく形成された場合に、前記第１の距離と前記第３の距離との差
が、前記導線の直径よりも小さいことを特徴とする請求項１に記載の巻線型コイル。
【請求項３】
　導線が巻き回された巻芯部と、前記巻芯部の両端部に設けられた鍔とを有し、実装基板
に実装される巻線型コイルにおいて、
　前記鍔は、
　前記鍔の外周面に形成された凹溝と、
　前記鍔の前記凹溝よりも前記巻芯部側に形成された内鍔部と、
　前記鍔の前記凹溝よりも前記巻芯部と反対側に形成された外鍔部と、
　前記巻芯部に巻き回された前記導線の端末が前記凹溝に巻き回されて形成された電極部
とを備え、
　前記実装基板の実装面から前記外鍔部の前記実装基板に対向する外側面までの第４の距
離が、前記実装基板の実装面から前記内鍔部の前記実装基板に対向する外側面までの第５
の距離よりも大きく形成されていることを特徴とする巻線型コイル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コアに導線が巻き付けられ、実装基板に実装される巻線型コイルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、補聴器や携帯電話等に内蔵されるアンテナやノイズ除去等に使用される電子部品
として、巻芯部に導線を巻き回して構成され、導線に通電することにより磁束を発生させ
る巻線型コイルが種々提案されている。
【０００３】
　例えば、特許文献１のコイル部品は、フェライトコアにより形成され、導線が巻き付け
られる巻芯部と、巻芯部の両端に鍔が設けられている。そして、鍔には例えば環状の凹溝
が形成され、その両側に内鍔部、外鍔部が形成されている。さらに、鍔の凹溝には巻芯部
の巻き始めおよび巻き終りの導線が巻きつけられはんだ付けされて、電極が形成されてい
る。そして、電極が実装基板の所定の位置にはんだ付けされて、コイル部品が実装基板に
実装される。
【特許文献１】実開昭５８－１１４０１４号公報（第３ページ第５行～第１９行、図３等
）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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　前記特許文献１の方法によると、図８に示すように、実装基板３０に実装されたコイル
部品３１は、外鍔部３４の実装基板３０側の外側面と実装基板３０の間の距離Ｌが近い場
合、実装後に落下等による振動により実装基板３０に撓みが生じると、コイル部品３１の
外鍔部３４と実装基板３０とが接触して外鍔部３４が破損し、凹溝３６に巻き回された導
線４０がずれたり解けたりするおそれがある。
【０００５】
　したがって、本発明は、巻線型コイルの外鍔部と実装基板との接触を防止して、外鍔部
が破損し、巻き回された導線がずれたり解けたりするのを防止した巻線型コイルを提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記した目的を達成するために、本発明にかかる巻線型コイルは、前記鍔が、前記鍔の
外周面に形成された凹溝と、前記鍔の前記凹溝よりも前記巻芯部側に形成された内鍔部と
、
　前記鍔の前記凹溝よりも前記巻芯部と反対側に形成された外鍔部と、前記巻芯部に巻き
回された前記導線の端末が前記凹溝に巻き回されて形成された電極部とを備え、前記凹溝
の底面から前記外鍔部の少なくとも前記実装基板に対向する外側面までの第１の距離が、
前記凹溝の底面から前記内鍔部の前記実装基板に対向する外側面までの第２の距離よりも
小さく形成されていることを特徴としている（請求項１）。
【０００７】
　また、本発明にかかる巻線型コイルは、前記第１の距離が、前記凹溝の底面から前記電
極部の前記実装基板に対向する外側面までの第３の距離よりも小さく形成された場合に、
前記第１の距離と前記第３の距離との差が、前記導線の直径よりも小さいことを特徴とし
ている（請求項２）。
【０００８】
　また、本発明にかかる巻線型コイルは、前記鍔が、前記鍔の外周面に形成された凹溝と
、前記鍔の前記凹溝よりも前記巻芯部側に形成された内鍔部と、前記鍔の前記凹溝よりも
前記巻芯部と反対側に形成された外鍔部と、前記巻芯部に巻き回された前記導線の端末が
前記凹溝に巻き回されて形成された電極部とを備え、前記実装基板の実装面から前記外鍔
部の前記実装基板に対向する外側面までの第４の距離が、前記実装基板の実装面から前記
内鍔部の前記実装基板に対向する外側面までの第５の距離よりも大きく形成されているこ
とを特徴としている（請求項３）。
【発明の効果】
【０００９】
　請求項１の発明によれば、鍔に形成された凹溝の底面から外鍔部の少なくとも実装基板
に対向する外側面までの第１の距離が、凹溝の底面から内鍔部の前記実装基板に対向する
外側面までの第２の距離よりも小さく形成されているので、外鍔部の実装基板に対向する
外側面と実装基板との間の距離が大きくなり、実装基板に撓みが生じた場合であっても外
鍔部と実装基板とが接触するのを防止することができる。したがって、実装基板に実装さ
れた巻線型コイルの外鍔部に破損が生じるのを防止し、凹溝に巻き回された導線の端部が
ずれたり解けたりするのを防止することができる。
【００１０】
　請求項２の発明によれば、第１の距離が、凹溝の底面から電極部の実装基板に対向する
外側面までの第３の距離よりも小さく形成された場合に、第１の距離と第３の距離の差が
導線の直径よりも小さいので、凹溝に巻き回された導線が解けるのを防止することができ
る。したがって、凹溝に巻き回された導線が解けるのを防止しつつ、外鍔部の実装基板に
対向する外側面と実装基板との間の距離を大きくすることが可能である。
【００１１】
　請求項３の発明によれば、前記実装基板の実装面から前記外鍔部の前記実装基板に対向
する外側面までの第４の距離が、前記実装基板の実装面から前記内鍔部の前記実装基板に
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対向する外側面までの第５の距離よりも大きく形成されているので、実装基板に撓みが生
じた場合であっても外鍔部と実装基板とが接触するのを防止することができる。したがっ
て、実装基板に実装された巻線型コイルの外鍔部に破損が生じるのを防止し、凹溝に巻き
回された導線の端部がずれたり解けたりするのを防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の第１実施形態における巻線型コイルの概略構成図である。
【図２】図１の巻線型コイルの部分断面図である。
【図３】図１の巻線型コイルの製造工程を示す説明図である。
【図４】図１の巻線型コイルの製造工程を示す説明図である。
【図５】図１の巻線型コイルの製造工程を示す部分断面図である。
【図６】図１の巻線型コイルの製造工程を示す説明図である。
【図７】第１実施形態の変形例における巻線型コイルの部分断面図である。
【図８】従来の巻線型コイルの部分断面図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　（第１実施形態）
　請求項１ないし２に対応する第１実施形態について、図１ないし図６を参照して説明す
る。なお、図１は巻線型コイルの概略構成図、図２は図１の巻線型コイルの部分断面図、
図３ないし図６は巻線型コイルの製造工程を示す説明図である。
【００１４】
１．巻線型コイルの構成
　本実施形態における巻線型コイル１は、図１に示すように、コア２と、第１の巻線部３
と、樹脂層４とを備えている。
【００１５】
　コア２は、フェライトにより形成され、図１に示すように、巻芯部７と、その両端に鍔
８ａ、８ｂとを備えている。巻芯部７は一方向に長い四角柱の形状を有している。また、
鍔８ａ、８ｂは直方体の形状を有しており、巻芯部７と鍔８ａ、８ｂとが一体に形成され
ている。
【００１６】
　また、図２は、図１の巻線型コイル１を実装基板１０に実装したときの、実装基板１０
に垂直な方向の断面図である。なお、同図では、巻き終り側は巻き始め側と同様であるた
め、巻き始め側の断面図のみ示し、巻き終り側の図示を省略している。同図に示すように
、鍔８ａ、８ｂの実装基板１０と対向する下面と、下面と反対側の上面には、それぞれ凹
溝１２ａ、１２ｂが形成されている。そして、凹溝１２ａ、１２ｂの両側には、後に説明
する巻芯部７に巻き回された導線２０を保護するための内鍔部１３ａ、１３ｂと、凹溝１
２ａ、１２ｂに巻き回された導線２０の端部２１ａ、２１ｂのずれやほどけを防止するた
めの外鍔部１４ａ、１４ｂが形成されている。
【００１７】
　また、図２に示すように、凹溝１２ａの底面１５ａから外鍔部１４ａの外側面までの距
離Ｌ１は、凹溝１２ａの底面１５ａから内鍔部１３ａの外側面までの距離Ｌ２よりも小さ
く形成されている。換言すれば、外鍔部１４ａの外側面と実装基板１０の実装面との距離
Ｌ４は、内鍔部１３ａの外側面と実装基板１０の実装面との距離Ｌ５よりも大きくなって
いる。なお、凹溝１２ａは鍔８ａ、８ｂの上面および下面に限らず、その他の面にも形成
されてもよい。
【００１８】
　第１の巻線部３は、導電性材料からなる導線２０が、巻芯部７に複数層巻き回されて形
成されている。また、鍔８ａ、８ｂの凹溝１２ａ、１２ｂには、第１の巻線部３の導線２
０の両端部２１ａ、２１ｂが巻き回されて第２の巻線部２２ａ、２２ｂが形成されている
。そして、第２の巻線部２２ａ、２２ｂがはんだ付けされて、はんだ電極２３ａ、２３ｂ
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が形成されている。さらに、はんだ電極２３ａ、２３ｂが実装基板１０の所定の位置には
んだ付けされて実装される構成となっている。なお、第２の巻線部２２ａ、２２ｂが本発
明における電極部に相当する。
【００１９】
　さらに、樹脂層４は、ＵＶ硬化樹脂等の非導電性樹脂により第１の巻線部３の上面を覆
うように形成されている。なお、巻線型コイル１の大きさは、一例として７．４ｍｍ×２
．０ｍｍ×１．９ｍｍである。また、距離Ｌ１と距離Ｌ２の差は、一例として０．１５ｍ
ｍ程度である。
【００２０】
２．巻線型コイルの製造方法
　次に、巻線型コイル１の製造方法について、図３ないし図６を参照して以下に説明する
。なお、図３ないし図６では、図の左側を導線２０の巻き始め側、右側を巻き終り側とし
ている。
【００２１】
　はじめに、コア２が形成される。コア２の外形形状に加工された凹部を有する金型が用
意され、金型の凹部にフェライトの粉末が充填される。そして、フェライトの粉末が圧縮
されて、図３に示すようなコア２が形成される。このとき、コア２の外形形状を有する金
型は、実装基板１０に実装したときの外鍔部１４ａ、１４ｂの上面および下面について、
上記した距離Ｌ１が距離Ｌ２よりも小さくなるように形成されている。なお、コア２は、
フェライトに限らずその他の材料により形成されてもよい。
【００２２】
　次に、図４に示すように、コア２の巻芯部７に、導線２０が巻き回される。導線２０は
、一例として直径５０μｍ程度の太さのものが使用され、巻芯部７の巻き始め側と巻き終
り側を往復しながら複数層巻き回される。なお、一例として、第１の巻線部３は導線２０
が５層程度重ねて巻き回され、巻数は２５０ターンである。
【００２３】
　また、導線２０の両端部２１ａ、２１ｂは、それぞれ両鍔８ａ、８ｂの凹溝１２ａ、１
２ｂに巻き回され、第２の巻線部２２ａ、２２ｂが形成される。このとき、図５に示すよ
うに、凹溝１２ａ、１２ｂの底面１５ａ、１５ｂから第２の巻線部２２ａ、２２ｂの実装
基板１０に対向する外側面までの距離Ｌ３は、凹溝１２ａ、１２ｂの底面１５ａ、１５ｂ
から外鍔部１４ａ、１４ｂの実装基板１０に対向する外側面までの距離Ｌ１よりも大きく
てもよいが、このときの距離Ｌ３と距離Ｌ１との差が、導線２０の直径Ｄよりも小さくな
るように、端部２１ａ、２１ｂが凹溝１２ａ、１２ｂに所定層巻き回されて第２の巻線部
２２ａ、２２ｂが形成される。なお、同図では、巻き終り側は巻き始め側と同様であるた
め、巻き始め側の断面図のみ示し、巻き終り側の図示を省略している。
【００２４】
　その後、はんだ浸漬法によりはんだ電極２３ａ、２３ｂが形成される。巻線型コイル１
が、外鍔部１４ａ側から加熱溶融されたはんだの槽に浸漬され、凹溝１２ａに形成された
第２の巻線部２２ａがはんだに浸漬される。このとき、外鍔部１４ａ側から巻線型コイル
１をはんだの槽に浸漬しても、外鍔部１４ａにより、第２の巻線部２２ａがずれたり解け
たりするのが防止される。そして、第２の巻線部２２ａの導線２０の被膜が熱により剥離
され、第２の巻線部２２ａにはんだが付着する。
【００２５】
　その後、はんだの槽から巻線型コイル１を引き上げた後、加熱溶融されたはんだが冷却
されて固まり、図６に示すようにはんだ電極２３ａが形成される。また、同様に凹溝１２
ｂに形成された第２の巻線部２２ｂが、外鍔部１４ｂ側から、加熱溶融されたはんだに浸
漬され、はんだ電極２３ｂが形成される。なお、はんだ電極２３ａ、２３ｂは、はんだ浸
漬法に限らず、その他の方法で形成されてもよい。また、はんだに限らず、その他の導電
性材料により形成されてもよい。
【００２６】
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　その後、ＵＶ硬化樹脂により、第１の巻線部３の上面に樹脂層５が形成され、図１に示
した巻線型コイル１が完成する。なお、樹脂層５は、ＵＶ硬化樹脂に限らず、その他の非
導電性の樹脂により形成されてもよい。
【００２７】
　以上のように第１実施形態によれば、鍔８ａ、８ｂに形成された凹溝１２ａ、１２ｂの
底面１５ａ、１５ｂから外鍔部１４ａ、１４ｂの少なくとも実装基板１０に対向する外側
面までの距離Ｌ１が、凹溝１２ａ、１２ｂの底面１５ａ、１５ｂから内鍔部１３ａ、１３
ｂの前記実装基板１０に対向する外側面までの距離Ｌ２よりも小さく形成されているので
、外鍔部１４ａ、１４ｂの実装基板１０に対向する外側面と実装基板１０の実装面との間
の距離Ｌ４が内鍔部１３ａ、１３ｂの実装基板１０に対向する外側面と実装基板１０の実
装面との間の距離Ｌ５より大きくなり、実装基板１０に撓みが生じた場合であっても外鍔
部１４ａ、１４ｂと実装基板１０とが接触するのを防止することができる。したがって、
実装基板１０に実装された巻線型コイル１の外鍔部１４ａ、１４ｂに破損が生じるのを防
止し、凹溝１２ａ、１２ｂに巻き回された導線２０の端部２１ａ、２１ｂがずれたり解け
たりするのを防止することができる。
【００２８】
　また、距離Ｌ１が、凹溝１２ａ、１２ｂの底面１５ａ、１５ｂから第２の巻線部２２ａ
、２２ｂの実装基板１０に対向する外側面までの距離Ｌ３よりも小さく形成された場合に
おいて、距離Ｌ１と距離Ｌ３の差が導線２０の直径よりも小さいので、凹溝１２ａ、１２
ｂに巻き回された導線２０の端部２１ａ、２１ｂが解けるのを防止することができる。し
たがって、端部２１ａ、２１ｂが解けるのを防止しつつ、外鍔部１４ａ、１４ｂの実装基
板１０に対向する外側面と実装基板１０との間の距離を大きくすることが可能である。
【００２９】
（変形例）
　上記した実施形態では、取り扱いの便宜上、コア２の上下が対称となるように、実装基
板１０に実装したときの外鍔部１４ａ、１４ｂの上面および下面について、距離Ｌ１が距
離Ｌ２よりも小さくなるように形成されているが、外鍔部１４ａ、１４ｂの少なくとも実
装基板１０に対向する外側面（下面）について、距離Ｌ１が距離Ｌ２よりも小さく形成さ
れていれば、外鍔部１４ａ、１４ｂのその他の面は、必ずしも距離Ｌ１が距離Ｌ２よりも
小さく形成されなくてもよい。
【００３０】
　例えば、図７に示すように、外鍔部１４ａ、１４ｂの実装基板１０に対向する外側面の
み、距離Ｌ１が距離Ｌ２よりも小さく形成されてもよい。この場合、コア２の形成に使用
される金型の凹部の形状を、距離Ｌ１が距離Ｌ２よりも小さくなるように形成するとよい
。なお、同図では、巻き終り側は巻き始め側と同様であるため、巻き始め側の断面図のみ
示し、巻き終り側の図示を省略している。
【００３１】
　なお、本発明は上記した実施形態に限定されるものではなく、その趣旨を逸脱しない限
りにおいて、上記したもの以外に種々の変更を行うことが可能である。
【００３２】
　例えば、上記した実施形態では、導線９の巻き回し方向は、実装基板に対して平行な方
向に巻き回された横巻であるが、実装基板に対して垂直に巻き回された縦巻であってもよ
い。
【００３３】
　また、上記した実施形態では、巻芯部７は一方向に長い四角柱の形状をしているが、円
柱状やその他の形状であってもよい。また、鍔８ａ、８ｂの形状も直方体に限らず、例え
ば側面視逆Ｕ字状などその他の形状であってもよい。さらに、凹溝１２ａ、１２ｂは、鍔
８ａ、８ｂに環状に形成されていてもよい。また、凹溝１２ａ、１２ｂは、凹溝の底面と
壁面が垂直に形成された形状に限らず、例えば、凹溝の底面が湾曲面や切欠、突起形状で
あってもよい。
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【産業上の利用可能性】
【００３４】
　本発明は、補聴器や携帯電話等に内蔵されるアンテナやノイズ除去等に使用される電子
部品としての巻線型コイルに適用することができる。
【符号の説明】
【００３５】
　１　　巻線型コイル
　７　　巻芯部
　８ａ、８ｂ　　鍔
　１０　　実装基板
　１２ａ、１２ｂ　　凹溝
　１３ａ、１３ｂ　　内鍔部
　１４ａ、１４ｂ　　外鍔部
　２０　　導線
　２１ａ、２１ｂ　　端部（導線の端末）
　２２ａ、２２ｂ　　第２の巻線部（電極部）
　Ｌ１　　第１の距離
　Ｌ２　　第２の距離
　Ｌ３　　第３の距離
　Ｌ４　　第４の距離
　Ｌ５　　第５の距離
　Ｄ　　導線の直径

【図１】 【図２】
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【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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