
別紙

請求項１

一対の鉄心巻込部と、該
鉄心巻込部を所要間隔を
隔てて連結する一対の連
結部とを備え、外周全体に
凹状溝を設けたコイルボビ
ンと、該コイルボビンの凹
状溝に導線を所要回数巻
き付けてなる巻線と、上記
コイルボビンの鉄心巻込
部に電磁鋼板を所要回数
巻回してなる巻鉄心とを備
え、上記鉄心巻込部の凹
状溝の両側壁の外周面
を、断面円弧状の曲面とし
たことを特徴とする変成
器。

請求項１１

巻線を巻き付ける凹状溝
を外周全体に設けると共
に、電磁鋼板を所要回数
巻回して巻鉄心を形成す
る一対の鉄心巻込部と、
該鉄心巻込部を所要間隔
を隔てて連結する一対の
連結部とを備えたコイルボ
ビンであって、上記鉄心巻
込部の凹状溝の両側壁の
外周面を、断面円弧状の
曲面としたことを特徴とす
るコイルボビン。

請求項２

上記鉄心巻込部の凹状溝
の両側壁の外周面を、上
記巻鉄心の内径と等しい
曲率の円弧状の断面形状
を有する曲面としたことを
特徴とする請求項１に記
載の変成器。

請求項１２

上記上記鉄心巻込部の凹
状溝の両側壁の外周面
を、上記巻鉄心の内径と
等しい曲率の円弧状の断
面形状を有する曲面とした
ことを特徴とする請求項１
１に記載のコイルボビン。

請求項３

上記鉄心巻込部の凹状溝
の底壁の外周を平坦面と
したことを特徴とする請求
項１または請求項２に記載
の変成器。

請求項１３

上記鉄心巻込部の凹状溝
の底壁の外周面を平坦面
としたことを特徴とする請
求項１１または請求項１２
に記載のコイルボビン。

請求項４

上記凹状溝の断面形状
が、開口側の幅が底壁側
の幅以上であって、巻線を
構成する導線が整列巻で
積層するような形状として
いる請求項１から請求項３
のいずれか１項に記載の
変成器。

請求項１４

上記凹状溝の断面形状
が、少なくとも開口側の幅
が底壁側の幅以上であっ
て、巻線を構成する導線
が整列巻で積層するよう
な形状としている請求項１
１から請求項１３のいずれ
か１項に記載のコイルボビ
ン。

請求項２

上記凹状溝の断面形状
を、底部と側部が約６
０°の角度をなして接続
する船底状としたことを
特徴とする請求項１に記
載の変成器。

請求項７

上記凹状溝の断面形状
を、底部と側部が約６
０°の角度をなして接続
する船底型としたことを
特徴とする請求項６に記
載の変成器用のコイル
ボビン。

請求項５

上記凹状溝の断面形状
を、底壁と側壁が約１２
０°の角度をなして接続す
る船底状としたことを特徴
とする請求項４に記載の
変成器。

請求項１５

上記凹状溝の断面形状
を、底壁と側壁が約１２
０°の角度をなして接続す
る船底状としたことを特徴
とする請求項１４に記載の
コイルボビン。

請求項３

上記凹部溝の断面形状
を、底部と側面部がほぼ
直交して接続する矩形
状としたことを特徴とす
る請求項１に記載の変
成器。

請求項８

上記凹部溝の断面形状
を、底部と側面部がほぼ
直交して接続する矩形
状としたことを特徴とす
る請求項６に記載の変
成器用のコイルボビン。

請求項６

上記凹状溝の断面形状
を、底壁と側壁がほぼ直
交して接続する矩形状とし
たことを特徴とする請求項
４に記載の変成器。

請求項１６

上記凹状溝の断面形状
を、底壁と側壁がほぼ直
交して接続する矩形状とし
たことを特徴とする請求項
１４に記載のコイルボビ
ン。

請求項４

上記コイルボビンは、一
対の鉄心巻込部と、該鉄
心巻込部を所定間隔を
隔てて連結する連結部と
備え、第１の巻線を設け
る第１の凹状溝を外周全
体に設けた外枠と、一対
の鉄心巻込部と、該鉄心
巻込部を所定間隔を隔
てて連結する連結部とを
備え、第２の巻線を設け
る第２の凹状溝を外周全
体に設けた内枠とを備
え、上記第１の凹状溝の
内側に第２の凹状溝が
位置するように、上記外
枠に内枠を一体に組み
つけてなる請求項１から
請求項３に記載の変成
器。

請求項９

一対の鉄心巻込部と、該
鉄心巻込部を所定間隔
を隔てて連結する連結
部とを備え、第１の巻線
を設ける第１の凹状溝を
外周全体に設けた外枠
と、一対の鉄心巻込部
と、該鉄心巻込部を所定
間隔を隔てて連結する
連結部とを備え、第２の
巻線を設ける第２の凹状
溝を外周全体に設けた
内枠とを備え、上記第１
の凹状溝の内側に第２
の凹状溝が位置するよう
に、上記外枠に内枠を一
体に組みつけてなること
を特徴とする請求項６か
ら請求項８に記載のコイ
ルボビン。

請求項７

上記コイルボビンは、一対
の鉄心巻込部と、該鉄心
巻込部を所要間隔を隔て
て連結する一対の連結部
とを備え、第１の巻線を設
ける第１の凹状溝を外周
全体に設けた外枠と、一
対の鉄心巻込部と、該鉄
心巻込部を所要間隔を隔
てて連結する連結部とを
備え、第２の巻線を設ける
第２の凹状溝を外周全体
に設けた内枠とを備え、上
記第１の凹状溝の内側に
第２の凹状溝が位置する
ように、上記外枠に上記内
枠を一対に組付けてなる
請求項１から請求項６のい
ずれか１項に記載の変成
器。

請求項１７

一対の鉄心巻込部と、該
鉄心巻込部を所要間隔を
隔てて連結する一対の連
結部とを備え、第１の巻線
を設ける第１の凹状溝を
外周全体に設けた外枠
と、一対の鉄心巻込部と、
該鉄心巻込部を所要間隔
を隔てて連結する連結部
とを備え、第２の巻線を設
ける第２の凹状溝を外周
全体に設けた内枠とを備
え、上記第１の凹状溝の
内側に第２の凹状溝が位
置するように、上記外枠に
上記内枠を一対に組付け
てなる請求項１１から請求
項１６のいずれか１項に記
載のコイルボビン。

請求項８

上記外枠と内枠の接合面
の断面径路が折れ線状で
あることを特徴とする請求
項７に記載の変成器。

請求項１８

上記外枠と内枠の接合面
の断面径路が折れ線状で
あることを特徴とする請求
項１７に記載のコイルボビ
ン。

本件分割出願（甲５）
巻鉄心

巻線を巻き付ける凹状
溝を外周全体に設けると
共に，電磁鋼板を所定回
数巻回して巻鉄心を形
成する一対の鉄心巻込
部を備えるコイルボビン
であって，上記鉄心巻込
部の凹状溝の両側の外
周を、上記巻鉄心の内
径と等しい曲率の曲面と
すると共に，上記凹状溝
の底部側の外周を，平
坦面としたことを特徴と
する変成器用のコイルボ
ビン。

請求項６

コイルボビン

本件基礎出願（甲２）
変成器

各出願における請求項の内容

コイルボビン

本件優先権出願（甲４）
変成器

一対の鉄心巻込部と、該
鉄心巻込部を所定間隔
を隔てて連結する連結
部とを備え、外周全体に
凹状溝を設けたコイルボ
ビンと、該コイルボビンの
凹状溝に導線を所定回
数巻き付けてなる巻線
と、上記コイルボビンの
鉄心巻込部に電磁鋼板
を所定回数巻回してなる
巻鉄心とを備え、上記鉄
心巻込部の凹状溝の両
側の外周を、上記巻鉄
心の内径と等しい曲率
の曲面とすると共に，上
記凹状溝の底部側の外
周を，平坦面としたことを
特徴とする変成器。

請求項１
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本件分割出願（甲５）
巻鉄心コイルボビン

本件基礎出願（甲２）
変成器 コイルボビン

本件優先権出願（甲４）
変成器

請求項５

上記コイルボビンは、鉄
心巻込部と連結部を直
線状とした矩形枠状であ
ることを特徴とする請求
項１から請求項４に記載
の変成器。

請求項１０

上記鉄心巻込部と連結
部が直線状であって，全
体として矩形枠状である
ことを特徴とする請求項
１から請求項９に記載の
コイルボビン。

請求項９

上記コイルボビンは、鉄心
巻込部と連結部を直線状
とした矩形枠状であること
を特徴とする請求項１から
請求項８のいずれか１項
に記載の変成器。

請求項１９

上記鉄心巻込部と連結部
が直線状であって、全体と
して矩形枠状であることを
特徴とする請求項１１から
請求項１８のいずれか１項
に記載のコイルボビン。

請求項１０

上記巻鉄心を構成する電
磁鋼板の端部に係止部を
設けると共に、上記鉄心
巻込部に、上記係止部を
係止する係止用切込を設
けたことを特徴とする請求
項１から請求項９のいずれ
か１項に記載の変成器。

請求項２０

上記鉄心巻込部に、巻鉄
心を構成する電磁鋼板の
端部に形成した係止部を
係止する係止用切込を設
けたことを特徴とする請求
項１１から請求項１９のい
ずれか１項に記載のコイ
ルボビン。

請求項２１

電磁鋼板を所要回数巻回
して円筒状に形成した巻
鉄心であって、上記電磁
鋼板の内周側の端部に、
電磁鋼板の厚さ方向に突
出する係止部を設けたこと
を特徴とする変成器用の
巻鉄心。

請求項１

所要回数円筒状に巻
回された電磁鋼板が
焼鈍されてなる変成器
用の巻鉄心であって、
この巻鉄心の内周側
の端部に、電磁鋼板を
厚さ方向に突出させて
なり、この巻鉄心が巻
回されるコイルボビン
に設けた係止用切込
に係止される係止部を
設けたことを特徴とす
る変成器用の巻鉄
心。

請求項２

上記係止部は、上記
電磁鋼板の先端部を
折り曲げてなることを
特徴とする、請求項１
に記載の巻鉄心。

請求項３

上記係止部は、上記
電磁鋼板の先端部を
折り返してなることを
特徴とする、請求項１
に記載の巻鉄心。

請求項４

上記係止部は、上記
先端部にポンチ加工
により形成した突出部
であることを特徴とす
る、請求項１に記載の
巻鉄心。

請求項５

上記係止部が設けら
れた巻鉄心の内周側
の端部は最先端に向
けて狭幅となる三角形
状であることを特徴と
する、請求項１から請
求項４のいずれか１項
に記載の巻鉄心。

巻鉄心
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