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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　板状の一次側コイルがインサート成型によって埋め込まれるとともに、外周部に形成さ
れた巻線部に二次側コイルが巻回されたボビンと、このボビンを囲繞して閉磁路を形成す
るコアとを備えたカレントトランスにおいて、
　上記ボビンは、上記一次側コイルがインサート成型によって絶縁性樹脂に埋め込まれる
とともに当該一次側コイルの端子および上記インサート成型時に上記一次側コイルを保持
するためのコイル保持部を外面から突出させた一次側インサート体と、この一次側インサ
ート体および上記コイル保持部がインサート成型によって絶縁性樹脂に埋め込まれるとと
もに上記一次側インサート体に隣接して上記巻線部が上記一次側コイルと同軸的に形成さ
れた二次側インサート体とからなることを特徴とするカレントトランス。
【請求項２】
　上記ボビンには、上記二次側インサート体の上記巻線部の中心部から上記一次側インサ
ート体の上記一次側コイルの中心部を貫通して上記コアが挿入される貫通孔が形成される
とともに、上記一次側インサート体の外周面であって上記貫通孔と上記コイル保持部との
間に、上記コイル保持部と上記コアとの間の沿面距離を増加させる凸部または凹部が形成
されていることを特徴とする請求項１に記載のカレントトランス。
【請求項３】
　上記一次側インサート体には、上記二次側インサート体の成型時に上記一次側インサー
ト体を金型内に保持することにより成型後に端面が上記ボビンの外周面に露出する支承部
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が形成されていることを特徴とする請求項１または２に記載のカレントトランス。
【請求項４】
　上記一次側コイルは、上記一次側インサート体内において上記巻線部から離間する方向
に屈曲されて上記ボビンから外方へ延出されていることを特徴とする請求項１ないし３の
いずれかに記載のカレントトランス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、小型化を図る際にも、実装スペースを広げることなく所望の絶縁距離を確保
することが可能になるカレントトランスに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　通信機器用や車載用として用いられている電流検出トランス（以下、カレントトランス
と称する。）は、例えば下記特許文献１、２に見られるように、外周部に二次側コイルが
巻回されるボビンの一方のフランジ内に、電流を検出する回路に接続される一次側コイル
を同軸的に埋め込んだ構成が採用されている。
【０００３】
　図６～図８は、従来のこの種のカレントトランスを示すもので、銅板等を打ち抜き加工
してＵ字状に形成されるとともに両端部１ａが実装端子とされた一次側コイル１および二
次側コイルの実装端子２ａが、インサート成型によって絶縁性樹脂からなるボビン３内に
埋め込まれ、ボビン３の外周部に形成された巻線部３ａに二次側コイル２が巻回されてそ
の端部が実装端子２ａに絡げられるとともに、ボビン３の外周および中心部の貫通孔に、
一対のＥ型コア４が対向配置されたものである。
【０００４】
　ここで、一次側コイル１には、Ｕ字状の頂部に外方に突出するコイル保持部１ｂが一体
に形成されており、インサート成型によってボビン３を射出成型する際に、金型内におい
て上記コイル保持部１ｂを金型内に保持して位置決めすることにより、樹脂圧による一次
側コイルの上下動を防止するようになっている。
【０００５】
　この結果、上記カレントトランスにおいては、ボビン３内に一次側コイル１および二次
側コイルの実装端子２ａを、互いの実装端子１ａ、２ａが互いに反対側に引き出されるよ
うに配置しているにも拘わらず、ボビン３の二次側コイルの実装端子２ａの引き出し側の
外面３ａに一次側コイル１のコイル保持部１ｂが露出してしまう。
【０００６】
　このため、図８（ｃ）に示すように、コイル保持部１ｂ（一次側コイル１）と二次側コ
イル２との距離Ｌ１あるいはその実装端子２ａとの距離Ｌ２が短くなり、所望の沿面距離
を確保するためには、ボビン３のサイズを大きくして対応せざるを得ないという問題点が
あり、広い実装スペースが必要となって搭載機器の小型化を図るうえでの阻害要因となっ
ていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００３－７７７４４号公報
【特許文献２】特開２００３－２９７６４４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、ボビンを大型化することなく所望の
絶縁距離を確保することができ、よって一層の小型化を実現することが可能になるカレン
トトランスを提供することを課題とするものである。
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【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するため、請求項１に記載の発明は、板状の一次側コイルがインサート
成型によって埋め込まれるとともに、外周部に形成された巻線部に二次側コイルが巻回さ
れたボビンと、このボビンを囲繞して閉磁路を形成するコアとを備えたカレントトランス
において、上記ボビンは、上記一次側コイルがインサート成型によって絶縁性樹脂に埋め
込まれるとともに当該一次側コイルの端子および上記インサート成型時に上記一次側コイ
ルを保持するためのコイル保持部を外面から突出させた一次側インサート体と、この一次
側インサート体および上記コイル保持部がインサート成型によって絶縁性樹脂に埋め込ま
れるとともに上記一次側インサート体に隣接して上記巻線部が上記一次側コイルと同軸的
に形成された二次側インサート体とからなることを特徴とするものである。
【００１０】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、上記ボビンには、上記二次
側インサート体の上記巻線部の中心部から上記一次側インサート体の上記一次側コイルの
中心部を貫通して上記コアが挿入される貫通孔が形成されるとともに、上記一次側インサ
ート体の外周面であって上記貫通孔と上記コイル保持部との間に、上記コイル保持部と上
記コアとの間の沿面距離を増加させる凸部または凹部が形成されていることを特徴とする
ものである。
【００１１】
　請求項３に記載の発明は、請求項１または２に記載の発明において、上記一次側インサ
ート体には、上記二次側インサート体の成型時に上記一次側インサート体を金型内に保持
することにより成型後に端面が上記ボビンの外周面に露出する支承部が形成されているこ
とを特徴とするものである。
【００１２】
　請求項４に記載の発明は、請求項１～３のいずれかに記載の発明において、上記一次側
コイルは、上記一次側インサート体内において上記巻線部から離間する方向に屈曲されて
上記ボビンから外方へ延出されていることを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１３】
　請求項１～４のいずれかに記載の発明によれば、先ずコイル保持部を利用して一次側コ
イルのみをインサート成型によって一次側インサート体に埋設し、さらにこの一次側イン
サート体をインサート成型によって二次側インサート体に埋設しているために、一次側イ
ンサート体から突出する上記コイル保持部を、二次側インサート体の内部に埋設すること
ができる。
【００１４】
　この結果、上記コイル保持部（一次側コイル）と、二次側コイルおよびその実装端子と
の間の沿面距離を考慮する必要が無いために、ボビンを大型化することなく一次側コイル
と二次側コイルとの間に所望の絶縁距離を確保することができ、よって一層の小型化を実
現することも可能になる。
【００１５】
　ところで、上述したように一次側インサート体をインサート成型して二次側インサート
体内に埋め込むことにより、一次側インサート体から露出するコイル保持部を完全に絶縁
性樹脂で覆うことができるが、一次側インサート体と二次側インサート体の界面は、完全
に密着させることはできない。このため、上記界面は、一次側インサート体から露出する
コイル保持部と貫通孔内に挿入されたコアとの間の沿面距離として考慮する必要がある。
【００１６】
　したがって、請求項２に記載の発明のように、一次側インサート体の外周面であって上
記貫通孔とコイル保持部との間に、コイル保持部とコアとの間の沿面距離を増加させる凸
部または凹部を形成すれば、ボビンの小型化を図る場合にも、所望の沿面距離を確保する
ことができて好適である。
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【００１７】
　また、一次側インサート体をインサート成型して二次側インサート体とする際に、当該
一次側インサート体が金型内において樹脂圧により移動する可能性がある場合には、請求
項３に記載の発明のように、上記一次側インサート体に、上記二次側インサート体の成型
時に上記一次側インサート体を金型内に保持する支承部を形成することが好ましい。なお
、この支承部を形成した場合には、当該支承部の端面は、ボビンの外周面に露出すること
になる。
【００１８】
　さらに、請求項４に記載の発明によれば、一次側コイルを一次側インサート体内におい
て巻線部から離間する方向に屈曲してボビンから外方へ延出させているために、上記一次
側コイルを実装面により近い部分から外方に延出させることができ、この結果巻線部に巻
回される二次側コイルとの間の沿面距離を長く確保することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の一実施形態を示す全体の斜視図である。
【図２】一次側インサート体の構造を示す分解斜視図である。
【図３】図１の分解斜視図である。
【図４】図１のカレントトランスを示すもので、（ａ）は平面図、（ｂ）は正面図、（ｃ
）は側面図である。
【図５】（ａ）は図１の底面図、（ｂ）は図４（ａ）のＡ－Ａ線視断面図である。
【図６】従来のカレントトランスを示す全体の斜視図である。
【図７】図６の分解斜視図である。
【図８】図６のカレントトランスを示すもので、（ａ）は平面図、（ｂ）は正面図、（ｃ
）は側面図、（ｄ）は底面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　図１～図５は、本発明に係るカレントトランスの一実施形態を示すもので、このカレン
トトランスのボビン１０は、一次側コイル１１が絶縁性樹脂を用いたインサート成型によ
って一次側インサート体１２内に埋め込まれ、さらにこの一次側インサート体１２が絶縁
性樹脂を用いたインサート成型によって二次側インサート体１３内に埋め込まれることに
よって形成されたものである。
【００２１】
　上記一次側コイル１１は、銅板等を打ち抜き加工することによって外観略Ｕ字状に形成
されたもので、両端の先端部分が実装端子１１ａとされている。ここで、一次側コイル１
１は、実装端子１１ａ側に向けて順次同じ面外方向に２段階に屈曲されることにより、２
つの平行部分１１ｃ、１１ｄが形成され、先端側の平行部分１１ｄの裏面が、実装基板へ
の接合面となっている。また、この一次側コイル１１の中央部には、外方に突出するコイ
ル保持部１１ｂが一体に形成されている。
【００２２】
　そして、この一次側コイル１１は、一次側インサート体１２の外面から金型内において
保持されていたコイル保持部１１ｂの先端部分を突出させるとともに、一段目の平行部分
１１ｃの中央部から先端側を延出させて、上記一次側インサート体１２内に埋設されてい
る。
【００２３】
　この一次側コイル１１を内包した一次側インサート体１２には、一次側コイル１１の中
心部を貫通する貫通孔１４が形成されている。また、一次側インサート体１２の外周面で
あって貫通孔１４とコイル保持部１１ｂの突出部分との間には、コイル保持部１１ｂの延
在方向と直交する方向に環状に突出する２条の凸部１５ａ、１５ｂが、コイル保持部１１
ｂの延在方向に間隔をおいて一体成型されている。
【００２４】
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　加えて、環状の凸部１５ａ、１５ｂの対向辺には、後述する二次側インサート体１３に
インサート成型される二次側コイル１７の実装端子１７ａとの間に介在される凸部１６ａ
、１６ｂが一体に形成されている。
【００２５】
　さらに、この一次側インサート体１２には、上記凸部１６ｂの外方にそれぞれ支柱（支
承部）１８が一体成型されている。これらの支柱１８は、二次側インサート体１３の成型
時に一次側インサート体１２を金型内に保持するためのもので、両端面１８ａが二次側イ
ンサート体１３の外形を画成するキャビティの内面に当接する寸法に形成されている。
【００２６】
　以上の構成からなる一次側インサート体１２をインサート成型した二次側インサート体
１３には、一次側インサート体１２に隣接して巻線部１９が一次側コイル１１と同軸的に
形成されている。また、この巻線部１９の反対側にはフランジ部２０が形成されるととも
に、巻線部１９の中心部には、内部の一次側インサート体１２の貫通孔１４と連通する貫
通孔２１が形成されている。
【００２７】
　そして、このカレントトランスは、巻線部１９に二次側コイル１７が巻回されてその端
部が実装端子１７ａに絡げられるとともに、ボビン１０の外周および二次側インサート体
１３および一次側インサート体１２に形成された貫通孔２１、１４に、一対のニッケル系
のＥ型コア２２の外足２２ａおよび中足２２ｂがそれぞれ対向配置されることによって構
成されている。なお、図中の符号１８ａは、二次側インサート体１３の成型時に一次側イ
ンサート体１２を金型内に保持することにより成型後にボビン１０の表面に露出する支柱
１８の端面である。
【００２８】
　以上の構成からなるカレントトランスによれば、コイル保持部１１ｂを利用して一次側
コイル１１のみをインサート成型によって一次側インサート体１２に埋設し、さらにこの
一次側インサート体１２をインサート成型によって二次側インサート体１３に埋設してい
るために、一次側インサート体１２から突出するコイル保持部１１ｂを、二次側インサー
ト体１３の絶縁性樹脂によって完全に覆うことができる。この結果、コイル保持部１１ｂ
と、二次側コイル１７やその実装端子１７ａとの間の沿面距離を考慮する必要が無い。
【００２９】
　しかも、一次側インサート体１２の外周面であって貫通孔１４とコイル保持部１１ｂと
の間に、コイル保持部１１ｂの延在方向と直交する方向に環状に突出する２条の凸部１５
ａ、１５ｂを一体に形成しているために、図５（ｂ）に示すように、一次側インサート体
１２と二次側インサート体１３との間の界面を介したコイル保持部１１ｂとコアとの間の
沿面距離Ｌを長く確保することができる。
【００３０】
　加えて、凸部１５ａ、１５ｂの対向辺に、二次側インサート体１３にインサート成型さ
れる二次側コイル１７の実装端子１７ａとの間に介装される凸部１６ａ、１６ｂを一体に
形成しているために、同様に一次側インサート体１２と二次側インサート体１３との間の
界面を介したコイル保持部１１ｂと上記実装端子１１ａとの間の沿面距離も増加させるこ
とができる。
【００３１】
　さらに、一次側コイル１１を、実装端子１１ａ側に向けて順次巻線部１９から離間する
方向に２段階に屈曲することにより２つの平行部分１１ｃ、１１ｄを形成し、一段目の平
行部分１１ｃの中央部から実装端子１１ａ側をボビン１０から外方に延出させているため
に、図４（ｂ）に示すように、一次側コイル１１を実装面により近い部分から外方に延出
させることができ、この結果巻線部１９に巻回される二次側コイル１７との間の沿面距離
Ｌ４を図８（ｂ）に示した従来のカレントトランスにおける沿面距離Ｌ３よりも長く確保
することができる。
【００３２】
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　以上のように、上記カレントトランスによれば、ボビン１０を大型化することなく一次
側コイル１１と二次側コイル１７およびコア２２との間に所望の絶縁距離を確保すること
ができ、よって一層の小型化を実現することも可能になる。
【００３３】
　また、一次側インサート体１２に、二次側インサート体１３のインサート成型時に一次
側インサート体１２を金型内に固定するための支柱１８を形成しているために、金型内に
おいて樹脂圧により一次側インサート体１２が移動することを確実に防止することができ
る。
【００３４】
　なお、上記実施形態においては、一次側インサート体１１に、二次側インサート体１３
の成型時に当該一次側インサート体１２を金型内に保持するための支承部として、支柱１
８を一体に形成した場合について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、
金型の形状や絶縁性樹脂の射出方向等の条件によって、一次側インサート体１２を金型内
に保持するための様々な形態を採用することが可能である。
【符号の説明】
【００３５】
　１０　ボビン
　１１　一次側コイル
　１１ａ　実装端子（端子）
　１１ｂ　コイル保持部
　１２　一次側インサート体
　１３　二次側インサート体
　１４、２１　貫通孔
　１５ａ、１５ｂ、１６ａ、１６ｂ　凸部
　１７　二次側コイル
　１７ａ　実装端子
　１８　支柱（支承部）
　１８ａ　端面
　１９　巻線部
　２２　Ｅ型コア
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