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(57)【要約】
    
　【課題】
     
本発明はエアギャップ付きリアクトル素子においてコア
のエアギャップ近傍に発生する漏れ磁束によるコイルの
渦電流損失を低減させ、簡損失改善を実現する低コスト
な巻線構造を目的とする。
　【解決手段】
　　　銅材を２分割した分割銅材１と分割銅材２に空間
幅を儲けた部分である分割点を具備し、
エアギャップ近傍に分割点を配置する構成することを特
徴としたエアギャップ付きリアクトル素子。
　【選択図】　
　　　図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
２つの磁性体を具備し、第一の磁性体の外側磁脚１と第二の磁性体の外側磁脚２を接続し
、同時に第一の磁性体の外側磁脚２と第二の磁性体の外側磁脚１を接続し、第一の磁性体
の中央磁脚と第二の磁性体の中央磁脚はエアギャップを介して接続したコアシステムを具
備し、２つの端子を具備し、第一の端子から銅材Ａを
中央磁脚に、少なくとも１回以上巻き付け、第二の端子に接続した少なくとも１つの巻線
を有するコイルを具備することを特徴とするリアクトル素子において、
該銅材Ａは２分割した分割銅板１と分割銅板２に空間幅を儲けた部分である分割点を具備
し、
エアギャップ近傍に分割点を配置する構成することを特徴としたエアギャップ付きリアク
トル素子。
【請求項２】
２つの磁性体を具備し、第一の磁性体の磁脚１と第二の磁性体の磁脚２はエアギャップ１
を介して接続した磁脚Ａを具備し、
同時に第一の磁性体の磁脚２と第二の磁性体の磁脚１は該同様のエアギャップ２を介して
接続した磁脚Ｂを具備したコアシステムを具備し、
４つの端子を具備し、端子１から銅材Ａを磁脚Ａに、少なくとも１回以上巻き付け、端子
２に接続する少なくとも１つの巻線を有するコイルを具備し、
同様に磁脚Ｂに端子３から銅材Ｂを少なくとも１回以上巻き付け、端子４に接続する少な
くとも１つの巻線を有するコイルを具備することを特徴とするリアクトル素子において、
該銅材Ａは２分割した薄型銅板１と薄型銅板２に空間幅を儲けた部分である分割点を有す
るコイルＡを具備し、
該銅材Ｂも同様に２分割した薄型銅板１と薄型銅板２に空間幅を儲けた部分である分割点
を有するコイルＢを具備し、
エアギャップ１とエアギャップ２の近傍に分割点を配置するコイルＡとコイルＢを構成す
ることを特徴としたエアギャップ付きリアクトル素子。
【請求項３】
２つの磁性体を具備し、第一の磁性体の磁脚１と第二の磁性体の磁脚２はエアギャップ１
を介して接続した磁脚Ａを具備し、
同時に第一の磁性体の磁脚２と第二の磁性体の磁脚１は該同様のエアギャップ２を介して
接続した磁脚Ｂを具備したコアシステムを具備し、
端子１から銅材Ａを磁脚Ａに少なくとも１回以上巻き付け、巻き終りを端子２に接続した
コイルＡを具備し、
同様に
端子３から磁脚Ｂに銅材Ｂを少なくとも１回以上巻き付け、巻き終りを端子４に接続する
コイルＢを具備することを特徴とするリアクトル素子において、
該銅材Ａとはエアギャップ１付近の巻線を無くした巻線レスエリアを設けたＮ回巻いた丸
線又は平角線で構成させる巻線２と巻線２よりも太い線径を巻線２の外側にＮ回巻いた丸
線又は平角線で構成させる巻線１であり、
該銅材Ｂとは該銅材Ａと同様に、
エアギャップ２付近の巻線を無くした巻線レスエリアを設けたＮ回巻いた丸線又は平角線
で構成させる巻線４と
巻線４よりも太い線径を巻線４の外側にＮ回巻いた丸線又は平角線で構成させる巻線３で
あり、
磁脚Ａから近い位置に巻線２を構成し、磁脚Ａから遠い位置に巻線１を構成し、
端子１は巻線１の巻き始めの端子１１と巻線２の巻き始めの端子２１を接続したものによ
り構成し、
端子２は巻線１の巻き終りの端子１２と巻線２の巻き終りの端子２２を接続したものによ
り構成し、
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同様に
磁脚Ｂから近い位置に巻線３を構成し、磁脚Ｂから遠い位置に巻線４を構成し、
端子３は巻線３の巻き始めの端子１３と巻線４の巻き始めの端子２３を接続したものによ
り構成し、
端子４は巻線３の巻き終りの端子１４と巻線４の巻き終りの端子２４を接続したものによ
り
構成することを特徴としたエアギャップ付きリアクトル素子。
【請求項４】
請求項２、３のエアギャップ付きリアクトル素子において、
磁脚Ａの銅材Ａから出力される巻き初めの端子１と磁脚Ｂの銅材Ｂから出力される巻き初
めの端子３を接続し、
磁脚Ａの鋼材Ａから出力される巻終わりの端子２と磁脚Ｂの鋼材Ｂから出力される巻終わ
りの端子４を接続し、
巻線を並列接続したことを特徴とするリアクトル素子。
【請求項５】
請求項２、３のエアギャップ付きリアクトル素子において、
磁脚Ａの銅材Ａから出力される巻き終りの端子２と磁脚Ｂの銅材Ｂから出力される巻き始
めの端子３接続し、
巻線を直列接続したことを特徴とするリアクトル素子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　　電力変換装置に使うリアクトル素子
【背景技術】
【０００２】
　　　　複数の電力用スイッチで構成され、直流電力を、ＰＷＭ制御によって交流電力に
変換する電力変換装置は、モーター駆動用インバータ、無停電電源装置などに用いられて
いる。中でも共振回路を利用した共振ＤＣリンク方式にてスイッチング損失を低減する共
振型変換器が注目されている。
　　　半導体を使用した電力変換装置にはほとんどの場合、リアクトルを使うことが多い
。中でもパワー系の電力変換器には大型のリアクトルを使用することが多い。このリアク
トルは電力変換装置の中でも電力損失が大きく、エネルギー問題やＣＯ２削減の問題から
もリアクトルの損失低減に注目が集まっている。
リアクトルの損失は大きく(1)銅損失、(2)鉄損失、(3)渦電流損失の３つに分けられる。
(1)の銅損失は銅材に流れる電流量と周波数によって変わる抵抗値による損失である。
(2)の鉄損失は磁性体内のヒステリシス損失とコア内の渦電流損失による損失である。
(3)の渦電流損失はエアギャップをもつリアクトルの漏れ磁束により、コイルなどにて渦
電流が流れることによる損失である。
渦電流損失の現象は従来から分かっていた内容であるがその対策については未開な部分も
多い。
従来(1)は巻線の断面積を大きくしたり、高周波の場合は表皮効果によりリッツ線を使用
して抵抗値を減らす工夫はおこなわれている。
図１，２のエッジワイズリアクトルは銅断面積を大きくしたものである。
(2)は鉄（コア）形状を変えたり、磁性体の断面積を大きくすることで損失改善をする工
夫はおこなわれている。
(3)の渦電流損失改善は「特許文献１」にあるように特に高周波で使われるボビンにて検
討される例がある。
これは、エアギャップ付近に渦電流損失が発生するため、巻線をおこなうボビンにあらか
じめ、ボビン成型時に凸型にし、この部分に巻線をおこなわない工夫をしているものであ
る。
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ただし、これはボビンを使用する小型のリアクトルに対する技術である。
ボビンを使用しない大型のリアクトルに対する技術は未開である。
「特許文献１」　特開平０７－３０２７２０号広報　　　　　
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　　　図１，２の構成では、リアクトルのエアギャップ付近の漏れ磁束により、渦電流が
流れ易くなり、渦電流が多く流れる。
この場合、渦電流損失がコイルにて多く発生するため、前記(3)の渦電流損失が大きくな
る。
　　　図３，５の構成では、リアクトルのエアギャップ付近の漏れ磁束による、渦電流が
絶縁材により遮断されるため渦電流が流れにくい。
このため、前記の渦電流損失よりは改善するものの、エアギャップ直近の漏れ磁束が大き
い部分の渦電流損失は発生する。
　　　これらのような構成の場合、渦電流損失が大きいため、損失が大きくなってしまう
。
　　　エアギャップ近傍の漏れ磁束の大きい部分の渦電流を抑制し、渦電流損失を減らす
巻線構造を提案する。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　(請求項１)
上記目的を達成するため，請求項１記載の発明は，
２つの磁性体（２、１０)を具備し、第一の磁性体（２)の外側磁脚１と第二の磁性体（１
０)の第二の外側磁脚２を接続し、同時に第一の磁性体の外側磁脚２と第二の磁性体（１
０)の外側磁脚１を接続し、第一の磁性体（２)と第二の磁性体（１０)の中央磁脚はエア
ギャップ（９)を介して接続したコアシステム（１１)を具備し、
２つの端子（６，７)を具備し、第一の端子（６)から銅材A（１)を中央磁脚（１２)に、
少なくとも１回以上巻き付け、第二の端子（７)に接続した少なくとも１つの巻線を有す
るコイル（１４)を具備することを特徴とするリアクトル素子において、
該銅材１（１)は２分割した分割銅板１（１６)と分割銅板２（１７)に空間幅を儲けた部
分である分割点（１５)を具備し、
エアギャップ（９)近傍に分割点（１５)を配置する構成することを特徴としたエアギャッ
プ付きリアクトル素子であることを特徴とする。
(請求項２)
上記目的を達成するため，請求項２記載の発明は，
２つの磁性体（２０、２１)を具備し、第一の磁性体（２０)の磁脚１と第二の磁性体（２
１)の磁脚２はエアギャップ１（２８)を介して接続した磁脚Aを具備し、
同時に第一の磁性体の磁脚２と第二の磁性体の磁脚１は該同様のエアギャップ２（２９)
を介して接続した磁脚Bを具備したコアシステム（１１)を具備し、
４つの端子（２２～２４)を具備し、端子１（２２)から銅材A（３０)を磁脚A（１９)に、
少なくとも１回以上巻き付け、端子２（２３)に接続する少なくとも１つの巻線を有する
コイル（２７)を具備し、
同様に磁脚B（２６)に端子３（２４)から銅材B（３１)を少なくとも１回以上巻き付け、
端子４（２５)に接続する少なくとも１つの巻線を有するコイル（２７
　)を具備することを特徴とするリアクトル素子において、
該銅材A（３０)と該銅材B（３１)は２分割した薄型銅板１（３４)と薄型銅板２（３５)に
空間幅を儲けた部分である分割点（３２)を具備し、
エアギャップ１（２８)とエアギャップ２（２９)の近傍に分割点（３２)を配置する分割
銅板（１６)を構成することを特徴としたエアギャップ付きリアクトル素子であることを
特徴とする。
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（請求項３）
上記目的を達成するため，請求項３記載の発明は，
２つの磁性体（２０、２１)を具備し、第一の磁性体（２０)の磁脚１と第二の磁性体（２
１)の磁脚２はエアギャップ１（２８)を介して接続した磁脚Ａを具備し、
同時に第一の磁性体の磁脚２と第二の磁性体の磁脚１は該同様のエアギャップ２（２９)
を介して接続した磁脚Ｂを具備したコアシステム（１１)を具備し、
端子１（２２)から銅材Ａ（３０)を磁脚Ａ（１９)に少なくとも１回以上巻き付け、巻き
終りを端子２（２３)に接続したコイルＡ（２７)を具備し、
同様に
端子３（２４)から磁脚Ｂ（２６)に銅材Ｂ（３１)を少なくとも１回以上巻き付け、巻き
終りを端子４（２５)に接続するコイルＢ（３３)を具備することを特徴とするリアクトル
素子において、
該銅材Ａ（３０)と該銅材Ｂ（３１)とは
エアギャップ付近の巻線を無くした巻線レスエリア（４２)を設けたＮ回巻いた丸線又は
平角線で構成させる巻線２（４１)と
巻線２（４１)よりも太い線径を巻線２（４１)の外側にＮ回巻いた丸線又は平角線で構成
させる巻線１（４０)であり、
磁脚Ａから近い位置に巻線２（４１)を構成し、磁脚Aから遠い位置に巻線１（４０)を構
成し、
端子１は巻線１の巻き始めの端子１１（４３)と巻線２の巻き始めの端子２１（４４)を接
続したものにより構成し、
端子２は巻線１の巻き終りの端子１２（４５）と巻線２の巻き終りの端子２２（４６）を
接続したものにより構成し、
同様に
磁脚Ｂから近い位置に巻線３（５１）を構成し、磁脚Bから遠い位置に巻線４（５２）を
構成し、
端子３は巻線３の巻き始めの端子１３（４５）と巻線４の巻き始めの端子２３（４９
）を接続したものにより構成し、
端子４は巻線３の巻き終りの端子１４（４６)と巻線４の巻き終りの端子２４（５０)を接
続したものにより
構成することを特徴としたエアギャップ付きリアクトル素子であることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００５】
(請求項１)
この様な構成では，銅板を使用している。
このため、エッジワイズリアクトルの渦電流損失より損失改善する。
また２分割した銅板の分割点（１５)付近にエアギャップがあるため、漏れ磁束はこの分
割点（１５)付近を通る。
このため、漏れ磁束の最も多いエアギャップ直近の銅材が無いため、漏れ磁束によって発
生する渦電流損失が従来の銅版リアクトルより少ない。
(請求項２)
この様な構成では，銅板を使用している。
このため、エッジワイズリアクトルの渦電流損失より損失改善する。
また２分割した銅板の分割点（３２)付近にエアギャップ（２８、２９)があるため、漏れ
磁束はこの分割点（３２)付近を通る。
このため、漏れ磁束の最も多いエアギャップ直近の銅材が無いため、漏れ磁束によって発
生する渦電流損失が少ない。
（請求項３）
この様な構成では，巻線レスエリアを設けている。
巻線レスエリア（４２)付近にエアギャップ（２８、２９)があるため、漏れ磁束はこの巻
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線レスエリア（４２)付近を通る。
このため、漏れ磁束の最も多いエアギャップ直近の銅材が無いため、漏れ磁束によって発
生する渦電流損失がエッジワイズリアクトルや従来の銅版リアクトルより少ない。
以上述べたように本発明によれば，
エアギャップ部の漏れ磁束から発生する渦電流損失を低減することができる。
また、銅板を２分割にすることや丸線（又は平角線）の線径を変え、巻線レスエリアを設
ける程度で実現できるため、製造も簡単であり、コスト増加も少ない。
このため、低コスト、高効率なリアクトルを製造することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
　　(請求項１)
本発明の第１実施例について図４を用いて説明する。
図４において，２、１０はフェライトコア、１６は分割銅板１、１７は分割銅板２、６は
分割銅板１，２の巻き始めと接続した端子、７は分割銅板１，２の巻き終りと接続した端
子、９がエアギャップ、１５が分割点に対応する。
エアギャップはフェライトコアの中央磁脚を研磨して幅を設ける。
分割巻線は例えば０．５mm×２５mmの銅板、２枚を巻き始め端子６に接続して巻き、巻き
終りに端子７を取り付ける。
分割点は銅板を端子に取り付ける位置によって３mm程度にする。
同図の作用は以下の通りである。
端子６から端子７へ高周波電流を導通させるとエアギャップ９の漏れ磁束３が発生する。
漏れ磁束３の磁路に銅材が少ないため銅材に流れる渦電流が少なくなる。
渦電流が少ないため、この電流によって発生する渦電流損失が少なくなる。
本提案方式のようにエアギャップ付近に銅材を減らした構造にすると、渦電流損失を少な
くすることができる。
また、銅板を２分割するだけなので、製造も簡単であり、低コスト、低損失のリアクトル
を製作することができる。
(請求項２）
本発明の第２実施例について図６を用いて説明する。
　　図６において，２０、２１は珪素鋼板のカットコア、３４は薄型（分割）銅板１、３
５は薄型（分割）銅板２、６は分割銅板１，２の巻き始めと接続した端子１及び端子３、
７は分割銅板１，２の巻き終りと接続した端子２及び端子４、２８，２９がエアギャップ
、３２が分割点に対応する。
　　エアギャップはカットコアの磁脚Ａ，Ｂに同じエアギャップ材（ノーメックス、ルミ
ラーなど）を使用してエアギャップ幅を設ける。
　　分割巻線は例えば０．５mm×５０mmの銅板、２枚を巻き始め端子１（及び端子３）に
接続して巻き、巻き終りに端子２（及び端子４）を取り付ける。
　　分割点は銅板を端子に取り付ける位置によって５mm程度にする。
同図の作用は以下の通りである。
端子１から端子２、端子３ら端子４へ高周波電流を導通させるとエアギャップ２８、２９
の漏れ磁束３が発生する。
漏れ磁束３の磁路に銅材が少ないため銅材に流れる渦電流が少なくなる。
渦電流が少ないため、この電流によって発生する渦電流損失が少なくなる。
本提案方式のようにエアギャップ付近に銅材を減らした構造にすると、渦電流損失を少な
くすることができる。
また、銅板を２分割するだけなので、製造も簡単であり、低コスト、低損失のリアクトル
を製作することができる。
(請求項３)
本発明の第３実施例について図７を用いて説明する。
図７において，２０、２１は珪素鋼板のカットコア、４１、４２、５１、５２は丸線(又
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は平角線)で形成する巻線１、２、３、４、
巻線１は巻き始めを端子１１とし巻き終りを端子１２とする巻線、巻線２は巻き始めを端
子２１とし巻き終りを端子２２とする巻線を示す。
また２８，２９がエアギャップ、４２は巻線レスエリアに対応する。
　　端子１１と２１、端子１２と２２はそれぞれ接続する。
　　巻線レスエリアはテープなどで５mm程度スペースを作る。
　　巻線１と巻線２の巻数は同じとして、巻線レスエリアの分を確保するだけ巻線２は細
い線径を使用する。
　　エアギャップはカットコアの磁脚Ａ，Ｂに同じエアギャップ材（ノーメックス、ルミ
ラーなど）を使用してエアギャップ幅を設ける。
　　磁脚ＡとＢの両方を作成する。
同図の作用は以下の通りである。
端子１から端子２、端子３ら端子４へ高周波電流を導通させるとエアギャップ２８、２９
の漏れ磁束３が発生する。
漏れ磁束３の磁路に銅材が少ないため銅材に流れる渦電流が少なくなる。
渦電流が少ないため、この電流によって発生する渦電流損失が少なくなる。
本提案方式のようにエアギャップ付近に銅材を減らした構造にすると、渦電流損失を少な
くすることができる。
また、巻線２の丸線（又は平角線）線径を若干細くするだけなので、製造も簡単であり、
低コスト、低損失のリアクトルを製作することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の対象となる従来のエッジワイズリアクトル構成図
【図２】本発明の対象となる従来のエッジワイズリアクトル断面図
【図３】本発明の対象となる従来の銅板リアクトル断面図
【図４】本発明の係わる第１実施例における提案型損失改善リアクトル断面図
【図５】本発明の対象となる従来の銅板リアクトル構成図
【図６】本発明の係わる第２実施例における提案型低損失銅板形リアクトル（カットコア
図）
【図７】本発明の係わる第３実施例における提案型低損失丸線型リアクトル（カットコア
図）
【符号の説明】
【０００８】
１　　エッジワイズ銅線
２　　磁性体
３　　漏れ磁束
４　　渦電流
５　　絶縁材
６　　端子（巻き始め側）
７　　端子（巻き終り側）
８　　銅板
９　　エアギャップ
１０　磁性体
１１　コアシステム
１２　中央磁脚
１３　外側磁脚
１４　コイル
１６　分割銅板１
１７　分割銅板２
１９　磁脚Ａ
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２０　磁性体
２１　磁性体
２２　端子１（巻き始め側）
２３　端子２（巻き終り側）
２４　端子３（巻き始め側）
２５　端子４（巻き終り側）
２６　磁脚Ｂ
２７　コイルＡ
２８　エアギャップ
２９　エアギャップ
３０　銅材Ａ
３１　銅材Ｂ
３２　分割点
３３　コイルＢ
３４　薄型銅板１
３５　薄型銅板２
４０　巻線１
４１　巻線２
４２　巻線レスエリア
４３　端子１１（太線端子）（巻き始め側）
４４　端子１２（太線端子）（巻き終り側）
４５　端子１３（太線端子）（巻き始め側）
４６　端子１４（太線端子）（巻き終り側）
４７　端子２１（細線端子）（巻き始め側）
４８　端子２２（細線端子）（巻き終り側）
４９　端子２３（細線端子）（巻き始め側）
５０　端子２４（細線端子）（巻き終り側）
５１　巻線３
５２　巻線４
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