
JP 4479510 B2 2010.6.9

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　酸素を0.001～0.1重量％（10～1000重量ppm）含む銅母材に、Ｓｎを0.15～0.70重量％
（0.15重量％は除く）の割合で含有させ、残部が銅と不可避的不純物からなる銅合金材で
構成され、結晶組織を構成する結晶粒の平均粒径が100μｍ以下で、かつ、結晶組織のマ
トリックスに、上記Ｓｎの酸化物の80％以上が平均粒径1μｍ以下の微小酸化物として分
散されたことを特徴とする銅合金導体。
【請求項２】
　酸素を0.001～0.1重量％（10～1000重量ppm）含む銅母材に、Ｓｎを0.05～0.15重量％
の割合で含有させ、残部が銅と不可避的不純物からなる銅合金材で構成され、結晶組織を
構成する結晶粒の平均粒径が100μｍ以下で、かつ、結晶組織のマトリックスに、上記Ｓ
ｎの酸化物の80％以上が平均粒径1μｍ以下の微小酸化物として分散されたことを特徴と
する銅合金導体。
【請求項３】
　上記Ｓｎの他に、Ｐ又はＢを0.01重量％（100重量ppm）以下の割合で含有させた請求項
１又は２記載の銅合金導体。
【請求項４】
　上記Ｓｎの他に、Ｐ及びＢを合計0.02重量％（200重量ppm）以下の割合で含有させた請
求項１又は２記載の銅合金導体。
【請求項５】
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　引張強度が420MPa以上、かつ、導電率が60％IACS以上である請求項１，３，４いずれか
に記載の銅合金導体。
【請求項６】
　引張強度が420MPa以上、かつ、導電率が75～94％IACS未満である請求項１，３，４いず
れかに記載の銅合金導体。
【請求項７】
　引張強度が200～420MPa未満、かつ、導電率が94％IACS以上である請求項２から４いず
れかに記載の銅合金導体。
【請求項８】
　請求項１，３から６いずれかに記載の銅合金導体で構成したことを特徴とするトロリー
線。
【請求項９】
　請求項２から４，７いずれかに記載の銅合金導体で構成される単線材又は撚線材の周り
に、絶縁層を設けたことを特徴とするケーブル。
【請求項１０】
　銅合金溶湯を用いて連続鋳造圧延を行って圧延材を形成し、その圧延材を用いて銅合金
導体を製造する方法において、
　酸素を0.001～0.1重量％（10～1000重量ppm）含む銅母材に、Ｓｎを0.15～0.70重量％
（0.15重量％は除く）の割合で添加して溶解を行い、残部が銅と不可避的不純物からなる
銅合金溶湯を形成し、
　その銅合金溶湯を用いて連続鋳造を行うと共に、鋳造材の温度を銅合金溶湯の融点より
少なくとも15℃以上低い温度まで急速冷却し、
　その鋳造材の温度を900℃以下に調整した状態で、鋳造材に、最終圧延温度が500～600
℃となるように調整した複数段の熱間圧延加工を行い、圧延材を形成することを特徴とす
る銅合金導体の製造方法。
【請求項１１】
　銅合金溶湯を用いて連続鋳造圧延を行って圧延材を形成し、その圧延材を用いて銅合金
導体を製造する方法において、
　酸素を0.001～0.1重量％（10～1000重量ppm）含む銅母材に、Ｓｎを0.05～0.15重量％
の割合で添加して溶解を行い、残部が銅と不可避的不純物からなる銅合金溶湯を形成し、
　その銅合金溶湯を用いて連続鋳造を行うと共に、鋳造材の温度を銅合金溶湯の融点より
少なくとも15℃以上低い温度まで急速冷却し、
　その鋳造材の温度を900℃以下に調整した状態で、鋳造材に、最終圧延温度が500～600
℃となるように調整した複数段の熱間圧延加工を行い、圧延材を形成することを特徴とす
る銅合金導体の製造方法。
【請求項１２】
　上記圧延材に、－193～100℃の温度で、加工度50％以上の冷間加工を行い、銅合金導体
を形成する請求項１０又は１１記載の銅合金導体の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高導電性、高強度の銅合金材で構成され、パンタグラフ等を介して電車に給
電を行う電車線用銅合金導体（トロリー線）、各種機器のケーブルに用いられる機器用ケ
ーブル導体、及び一般の産業用ケーブル（耐熱電線、ロボット用ケーブル、キャブタイヤ
ケーブル）に用いられる産業用ケーブル導体に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　電車線用銅合金導体（トロリー線）、或いは各種機器のケーブルなどに用いられる機器
用ケーブル導体には、導電率が高い硬銅線又は耐摩耗性、耐熱性を有する銅合金材（銅合
金線）が使用されている。銅合金材としては、銅母材にＳｎを0.25～0.35重量％含有させ
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たものが知られており（特許文献１参照）、新幹線及び在来線のトロリー線や、機器用ケ
ーブル導体として使用されている。
【０００３】
　近年、電車の高速化が進められている。この高速化に対応すべく、トロリー線の架線張
力を高めることが求められており、電車線の架線張力は、1.5ｔから2.0ｔ以上に高められ
る傾向にある。また、電車通過密度（単位長さ当たりの線路を走行する電車の数）が高い
線路では、トロリー線の大電流容量化が求められている。
【０００４】
　また、機器用ケーブル導体では、使用環境を考慮すると、耐屈曲性が良好な導体、つま
り、導体の高強度化が求められている。また、機器用ケーブル導体では、軽量化、小型化
の要求を満足するために、高い導電性が求められている。
【０００５】
　さらに、産業用ケーブル導体においても、導電性の低下を極力抑制しつつ、強度及び耐
熱性を向上させ、かつ、使用環境を考慮して耐屈曲性も良好な導体が求められている。
【０００６】
　そこで、これらの要求を満足する導体として、高強度、かつ、高導電率の銅合金導体が
求められてきている。
【０００７】
　高強度の銅合金導体としては、主に、固溶強化型合金及び析出強化型合金の２つが挙げ
られる。固溶強化型合金としては、Cu-Ag合金（高濃度銀）、Cu-Sn合金、Cu-Sn-In合金、
Cu-Mg合金、Cu-Sn-Mg合金などが挙げられる。また、析出強化型合金としては、Cu-Zr合金
、Cu-Cr合金、Cu-Cr-Zr合金などが挙げられる。
【０００８】
　固溶強化型合金は、いずれも酸素含有量が10重量ppm（0.001重量％）以下であり、強度
と共に伸び特性に優れていることから、トロリー線の母材となる銅合金荒引線を、連続鋳
造圧延により、銅合金溶湯から直接製造することができる。
【０００９】
  固溶強化型合金を使用した従来のトロリー線の製造方法としては、例えば、Ｓｎを0.4
～0.7重量％含有する銅合金の鋳造材を、700℃以上の温度で熱間圧延して圧延材とする。
この圧延材を再度500℃以下の温度で加熱すると共に仕上げ圧延して荒引線とし、この荒
引線を伸線加工してトロリー線を製造する方法がある（特許文献２参照）。
【００１０】
  また、他の連続鋳造圧延可能な銅合金として、Cu-O-Sn合金がある。この合金は、マト
リックス内部にＳｎが2～3μｍ以上のサイズの晶出物（SnO2）として存在しており、強度
と伸び特性は、酸素含有量が10重量ppm以下のCu-Sn合金と同等であることが知られている
。この合金も、析出強化作用や分散強化作用よりも、固溶強化作用の方が強い合金である
。
【００１１】
【特許文献１】特公昭５９－４３３３２号公報
【特許文献２】特開平６－２４０４２６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
  ところで、固溶強化型合金は、固溶強化元素の含有量を多くするほど強度向上を図るこ
とができる。しかし、それに伴って極端に導電率が低下してしまうので電流容量を大きく
することができず、電車線として適さなくなってしまう。例えば、特許文献２記載の製造
方法は、Ｓｎの含有量が0.4～0.7重量％と多いので、導電率が低くなってしまう。よって
、現状のCu-Sn系合金では、高張力架線として必要な強度を有し、かつ、良好な導電率を
有する銅合金導体を製造することは困難である。
【００１３】
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  ここで、高強度かつ高導電率の電車線を得るためには、Ｓｎと共にさらに別の元素を添
加することが考えられる。この場合、仕上げ圧延（最終圧延）の温度が低すぎると、圧延
時に圧延材の割れが多くなるので、荒引線の外観品質が極端に低下してしまい、延いては
電車線の強度が極端に低下するという問題があった。
【００１４】
  一方、析出強化型合金は、硬度及び引張強度は非常に高いものの、硬度が高い分、連続
鋳造圧延時において、圧延ロールに過大な負荷がかかってしまい、連続鋳造圧延による製
造ができない。このため、析出強化型合金は、押出しなどの方法によるバッチ式でしか製
造できない。加えて、析出強化型合金は、中間工程において析出強化物を析出させるため
の熱処理が必要である。よって、析出強化型合金は、連続鋳造圧延で製造可能な固溶強化
型合金と比較して、生産性が低く、製造コストが高くなるという問題があった。
【００１５】
  つまり、高強度かつ高導電率の銅合金導体を、生産性に優れた連続鋳造圧延法を用いて
製造するには、制約と限界があった。
【００１６】
  以上の事情を考慮して創案された本発明の目的は、高強度、かつ、高導電率の銅合金導
体及びそれを用いたトロリー線・ケーブル並びに銅合金導体の製造方法を提供することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　上記目的を達成すべく本発明の請求項１に係る銅合金導体は、酸素を0.001～0.1重量％
（10～1000重量ppm）含む銅母材に、Ｓｎを0.15～0.70重量％（0.15重量％は除く）の割
合で含有させた銅合金材で構成され、結晶組織を構成する結晶粒の平均粒径が100μｍ以
下で、かつ、結晶組織のマトリックスに、上記Ｓｎの酸化物の80％以上が平均粒径1μｍ
以下の微小酸化物として分散されたことを特徴とする銅合金導体である。
【００１８】
　請求項２に係る銅合金導体は、酸素を0.001～0.1重量％（10～1000重量ppm）含む銅母
材に、Ｓｎを0.05～0.15重量％の割合で含有させ、残部が銅と不可避的不純物からなる銅
合金材で構成され、結晶組織を構成する結晶粒の平均粒径が100μｍ以下で、かつ、結晶
組織のマトリックスに、上記Ｓｎの酸化物の80％以上が平均粒径1μｍ以下の微小酸化物
として分散されたことを特徴とする銅合金導体である。
【００１９】
　請求項３に係る銅合金導体は、上記Ｓｎの他に、Ｐ又はＢを0.01重量％（100重量ppm）
以下の割合で含有させた請求項１又は２記載の銅合金導体である。
【００２０】
　請求項４に係る銅合金導体は、上記Ｓｎの他に、Ｐ及びＢを合計0.02重量％（200重量p
pm）以下の割合で含有させた請求項１又は２記載の銅合金導体である。
【００２１】
　請求項５に係る銅合金導体は、引張強度が420MPa以上、かつ、導電率が60％IACS以上で
ある請求項１，３，４いずれかに記載の銅合金導体である。
【００２２】
　請求項６に係る銅合金導体は、引張強度が420MPa以上、かつ、導電率が75～94％IACS未
満である請求項１，３，４いずれかに記載の銅合金導体である。
【００２３】
　請求項７に係る銅合金導体は、引張強度が200～420MPa未満、かつ、導電率が94％IACS
以上である請求項２から４いずれかに記載の銅合金導体である。
【００２４】
　請求項８に係るトロリー線は、請求項１，３から６いずれかに記載の銅合金導体で構成
したものである。
【００２５】
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　請求項９に係るケーブルは、請求項２から４，７いずれかに記載の銅合金導体で構成さ
れる単線材又は撚線材の周りに、絶縁層を設けたものである。
【００２６】
　請求項１０に係る銅合金導体の製造方法は、銅合金溶湯を用いて連続鋳造圧延を行って
圧延材を形成し、その圧延材を用いて銅合金導体を製造する方法において、酸素を0.001
～0.1重量％（10～1000重量ppm）含む銅母材に、Ｓｎを0.15～0.70重量％（0.15重量％は
除く）の割合で添加して溶解を行い、残部が銅と不可避的不純物からなる銅合金溶湯を形
成し、その銅合金溶湯を用いて連続鋳造を行うと共に、鋳造材の温度を銅合金溶湯の融点
より少なくとも15℃以上低い温度まで急速冷却し、その鋳造材の温度を900℃以下に調整
した状態で、鋳造材に、最終圧延温度が500～600℃となるように調整した複数段の熱間圧
延加工を行い、圧延材を形成するものである。
【００２７】
　請求項１１に係る銅合金導体の製造方法は、銅合金溶湯を用いて連続鋳造圧延を行って
圧延材を形成し、その圧延材を用いて銅合金導体を製造する方法において、酸素を0.001
～0.1重量％（10～1000重量ppm）含む銅母材に、Ｓｎを0.05～0.15重量％の割合で添加し
て溶解を行い、残部が銅と不可避的不純物からなる銅合金溶湯を形成し、その銅合金溶湯
を用いて連続鋳造を行うと共に、鋳造材の温度を銅合金溶湯の融点より少なくとも15℃以
上低い温度まで急速冷却し、その鋳造材の温度を900℃以下に調整した状態で、鋳造材に
、最終圧延温度が500～600℃となるように調整した複数段の熱間圧延加工を行い、圧延材
を形成するものである。
【００２８】
　請求項１２に係る銅合金導体の製造方法は、上記圧延材に、－193～100℃の温度で、加
工度50％以上の冷間加工を行い、銅合金導体を形成するものである。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明によれば、高強度、かつ、高導電率の銅合金導体を、良好な生産性で得ることが
できるという優れた効果を発揮する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　以下、本発明の好適一実施の形態を添付図面に基づいて説明する。
【００３１】
　本発明の好適一実施の形態に係る銅合金導体は、酸素を0.001～0.1重量％（10～1000重
量ppm）含む銅母材に、Ｓｎを0.15～0.70重量％（0.15重量％は除く）の割合で含有させ
た銅合金材で構成されるものである。この銅合金導体は、結晶組織を構成する結晶粒の平
均粒径が100μｍ以下で、かつ、結晶組織のマトリックスに、Ｓｎの酸化物の80％以上が
平均粒径1μｍ以下の微小酸化物として分散されたものであり、引張強度が420MPa以上、
好ましくは420～460MPa、かつ、導電率が60％IACS以上、好ましくは60～94％IACS未満、
より好ましくは75～94％IACS未満のものである。
【００３２】
　銅母材の酸素含有量が0.001～0.1重量％（10～1000重量ppm）の範囲で、酸素含有量が
多い程、引張強度及び導電率は共に高くなる。
【００３３】
　本実施の形態に係る銅合金導体の製造工程を示すフローチャートを図１に示す。
【００３４】
　図１に示すように、本実施の形態に係る銅合金導体１８の製造方法は、
　銅母材１１にＳｎ１２を添加して溶解し、銅合金溶湯１４を形成する溶解工程（Ｆ１）
と、
　その銅合金溶湯１４を鋳造して鋳造材１５を形成する鋳造工程（Ｆ２）と、
　その鋳造材１５に複数段（多段）の熱間圧延加工を施して圧延材１６を形成する熱間圧
延工程（Ｆ３）と、
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　その圧延材１６を洗浄し、巻取って荒引線１７とする洗浄・巻取り工程（Ｆ４）と、
　その巻取った荒引線１７を送り出し、その荒引線１７に冷間加工を施して銅合金導体１
８を形成する冷間（伸線）加工工程（Ｆ５）を、
含むものである。
【００３５】
　銅合金導体１８は、その後用途に応じた所望形状の線材、条材（板材）などに加工され
る。溶解工程（Ｆ１）から洗浄・巻取り工程（Ｆ４）までは、既存又は慣用の連続鋳造圧
延設備（SCR連続鋳造機）を適用することができる。また、冷間加工工程（Ｆ５）は、既
存又は慣用の冷間加工装置を適用することができる。
【００３６】
　銅合金導体１８の製造方法をより詳細に説明すると、先ず、溶解工程（Ｆ１）において
、酸素を0.001～0.1重量％（10～1000重量ppm）含む銅母材１１に、Ｓｎ１２を0.15～0.7
0重量％（0.15重量％は除く）、好ましくは0.20～0.70重量％、より好ましくは0.25～0.6
5重量％の割合で添加して溶解を行うことで、銅合金溶湯１４が形成される。Ｓｎ１２は
酸化され、最終的に得られる銅合金導体１８の結晶組織内にＳｎ酸化物（SnO2）として生
成、分散される。Ｓｎ酸化物の大半（80％以上）は、平均粒径が1μｍ以下の微小酸化物
である。銅母材１１は、不可避的不純物を含んでいてもよい。
【００３７】
　ここで、Ｓｎ１２の含有量が0.15重量％未満では、本実施の形態に係る製造方法を適用
しても、銅合金導体１８の強度を420MPa以上に向上させる効果が得られない。また、Ｓｎ
１２の含有量が0.70重量％を超えると、鋳造材１５の硬度が高くなり、圧延加工時の変形
抵抗が高くなるので、圧延ロールに対する負荷が極端に大きくなってしまい、製品化が困
難となってしまう。さらに、Ｓｎ１２の含有量が0.15～0.70重量％の範囲において、Ｓｎ
１２の含有量が多くなるに従って、導電率は徐々に低下する。
【００３８】
　したがって、本実施の形態では、Ｓｎ１２の含有量を0.15～0.70重量％（0.15重量％は
除く）の範囲で適切に調整することにより、例えば［実施例］において後述するように、
銅合金導体１８の引張強度を420MPa以上に向上させると共に導電率を60～94％IACS未満、
好ましくは75～94％IACS未満、より好ましくは80～94％IACS未満の範囲で自在に調整する
ことが可能である。
【００３９】
　Ｓｎ１２の含有量が多くなると、熱間圧延工程（Ｆ３）における熱間圧延加工時に、圧
延材１６の表面傷が多くなる傾向にある。よって、Ｓｎ１２の含有量が多い場合（例えば
0.5重量％以上の場合）には、圧延材１６の表面傷を減少させるべく、銅母材１１に、Ｓ
ｎ１２と共に、さらにＰを添加してもよい。Ｐは0.01重量％（100重量ppm）以下の割合で
含有させる。Ｐの含有量が2重量ppm未満だと、銅線表面傷を低減させる効果はあまり認め
られず、Ｐの含有量が100重量ppmを超えると、銅合金導体１８の導電率が低下してしまう
。
【００４０】
　また、Ｓｎ１２の含有量が多くなると、鋳造工程（Ｆ２）後における鋳造材１５の結晶
粒がやや大きくなる傾向（延いては銅合金導体１８の強度がやや低下する傾向）にある。
よって、Ｓｎ１２の含有量が多い場合（例えば0.5重量％以上の場合）には、鋳造材１５
の結晶粒を微細にするべく、銅母材１１に、Ｓｎ１２と共に、さらにＢを添加してもよい
。Ｂは0.01重量％（100重量ppm）以下の割合で含有させる。Ｂの含有量が2重量ppm未満だ
と、結晶粒を微細にする効果（延いては銅合金導体１８の強度向上効果）はあまり認めら
れず、Ｂの含有量が100重量ppmを超えると、銅合金導体１８の導電率が低下してしまう。
【００４１】
　さらに、Ｐ及びＢの両方を、合計0.02重量％（200重量ppm）以下の割合で含ませてもよ
い。
【００４２】
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　次に、鋳造工程（Ｆ２）において、前工程で得られた銅合金溶湯１４は、SCR方式の連
続鋳造圧延に供される。具体的には、SCR連続鋳造の通常の鋳造温度（1120～1200℃）よ
りも低い温度（1100～1150℃）で鋳造を行うと共に、鋳型（銅鋳型）を強制水冷する。こ
れにより、鋳造材１５が、銅合金溶湯１４の凝固温度より少なくとも15℃以上低い温度ま
で急速冷却される。
【００４３】
　これらの鋳造処理及び急冷処理によって、鋳造材１５中に晶出（又は析出）する酸化物
のサイズ、及び鋳造材１５の結晶粒サイズが、通常の鋳造温度で鋳造を行う場合又は鋳造
材１５を［銅合金溶湯１４の凝固温度－15℃］を超える温度までしか冷却しない場合と比
較して、それぞれ小さくなる。
【００４４】
　次に、熱間圧延工程（Ｆ３）において、連続鋳造圧延における通常の熱間圧延温度より
も50～100℃低い温度、すなわち鋳造材１５の温度を900℃以下、好ましくは750～900℃に
調整した状態で、鋳造材１５に、熱間圧延が多段に施される。最終圧延時において、500
～600℃の圧延温度で熱間圧延加工を施し、圧延材１６が形成される。最終圧延温度が、5
00℃未満だと、圧延加工時に表面傷が多く発生してしまい、表面品質の低下を招き、また
、600℃を超えると、結晶組織が従来と同レベルの粗大組織となってしまう。ここで、最
終圧延温度が500～600℃の範囲において、最終圧延温度が高くなるに従って、引張強度は
徐々に低下するが、導電率は徐々に向上する。
【００４５】
　この熱間圧延により、前工程で晶出（又は析出）した比較的小サイズの酸化物が分断さ
れ、酸化物のサイズがさらに小さくなる。また、本実施の形態に係る製造方法における熱
間圧延は、通常の熱間圧延よりも低温で行うものであるため、圧延時に導入された転位が
再配列し、結晶粒内に微小な亜粒界が形成される。亜粒界は、結晶粒内に存在する方位が
少し異なる複数の結晶間の境界である。
【００４６】
　次に、洗浄・巻取り工程（Ｆ４）において、圧延材１６を洗浄し、巻取りを行い、荒引
線１７が得られる。巻取った荒引線１７の線径は、例えば、8～40ｍｍ、好ましくは30ｍ
ｍ以下とされる。例えば、トロリー線における荒引線１７の線径は、22～30ｍｍとされる
。
【００４７】
　最後に、冷間加工工程（Ｆ５）において、巻取った荒引線１７を送り出し、その荒引線
１７に、－193℃（液体窒素温度）～100℃、好ましくは－193～25℃以下の温度で冷間加
工（伸線加工）を行う。これによって、銅合金導体１８が得られる。ここで、連続伸線時
の加工熱が銅合金導体１８に及ぼす影響（強度低下など）を少なくするため、引抜きダイ
スなどの冷間加工装置の冷却を行い、線材温度が100℃以下、好ましくは25℃以下となる
ように調整を行う。また、銅合金導体１８の強度を向上させるためには、熱間圧延加工に
おける加工度を高めて圧延材１６、つまり荒引線１７の強度を十分に向上させておくこと
が必要である他に、冷間加工における加工度を50％以上とすることが必要である。ここで
、加工度が50％未満だと420MPaを超える引張強度が得られない。
【００４８】
　得られた銅合金導体１８は、その後用途に応じた所望形状、例えば、電車線（トロリー
線）、機器用ケーブル導体、産業用ケーブル導体などに形成される。電車線の断面積は、
例えば、110～170ｍｍ2とされる。
【００４９】
　次に、本実施の形態の作用を説明する。
【００５０】
　従来の銅合金導体は、結晶組織が粗大であった。また、Ｓｎなどの酸化物は、平均粒径
（又は長さ）が1μｍを超える粗大酸化物であった。これらの結果、従来の銅合金導体は
、引張強度があまり十分ではなかった。
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【００５１】
　これに対して、本実施の形態に係る銅合金導体１８の製造方法においては、銅母材１１
に、Ｓｎ１２を0.15～0.70重量％（0.15重量％は除く）の割合で添加して銅合金溶湯１４
を形成し、その銅合金溶湯１４を用い、低温で連続鋳造（鋳造温度が1100～1150℃）、低
温圧延加工（最終圧延温度が500～600℃）、及び加工熱が作用しないように100℃以下に
温度調節した冷間加工を行い、銅合金導体１８を製造している。
【００５２】
　これらによって、本実施の形態に係る銅合金導体１８は、従来の銅合金導体と比較して
結晶組織が微細となる。つまり、銅合金導体１８の結晶粒の平均粒径は、従来の銅合金導
体の結晶粒の平均粒径と比較して小さくなり、100μｍ以下となる。また、銅合金導体１
８のマトリックスには、Ｓｎ１２の酸化物が分散しており、その酸化物の80％以上は平均
粒径が1μｍ以下の微小酸化物である。
【００５３】
　このマトリックスに分散した微小酸化物によって、鋳造材１５が有する熱（顕熱）によ
り、結晶や結晶粒界が移動するのが抑制される。その結果、熱間圧延時における各結晶粒
の成長が抑制されるため、圧延材１６の結晶組織が微細となる。
【００５４】
　以上より、本実施の形態に係る銅合金導体１８の強化は、結晶粒の微細化による銅合金
導体マトリックスの強度向上と、マトリックスに微小酸化物を分散させたことによる分散
強化とによるものであり、特開平6-240426号公報などに記載されたＳｎの固溶強化だけに
よる強化と比較して、導電率低下の割合も低く抑えることができる。よって、本実施の形
態に係る製造方法によれば、導電率の大幅な低下を招くことなく、高い引張強度を有する
銅合金導体１８を得ることができる。つまり、例えば後述の［実施例］で述べるように、
75～94％IACS未満の高い導電率を有し、かつ、高張力架線で必要とされる420MPa以上の高
い強度（引張強度）を有する銅合金導体１８を得ることができる。
【００５５】
　また、本実施の形態に係る製造方法は、既存或いは慣用の連続鋳造圧延設備や冷間加工
装置を使用することができるので、新規の設備投資を必要とせず、高導電率、高強度の銅
合金導体１８を低コストで製造することができる。
【００５６】
　次に、本発明の他の実施の形態を説明する。
【００５７】
　前実施の形態に係る銅合金導体１８は、酸素を0.001～0.1重量％（10～1000重量ppm）
含む銅母材１１に、Ｓｎ１２を0.15～0.70重量％（0.15重量％は除く）、好ましくは0.20
～0.70重量％、より好ましくは0.30～0.60重量％の割合で含有させた銅合金材で構成され
るものであった。この銅合金導体１８は、引張強度が420MPa以上、かつ、その導電率が60
～94％IACS未満のものであった。
【００５８】
　これに対して、本発明の他の好適一実施の形態に係る銅合金導体は、導電率をより高め
たものである。具体的には、本実施の形態に係る銅合金導体は、酸素を0.001～0.1重量％
（10～1000重量ppm）含む銅母材に、Ｓｎを0.05～0.15重量％、好ましくは0.07～0.13重
量％、より好ましくは0.08～0.12重量％の割合で含有させた銅合金材で構成されるもので
ある。この銅合金導体は、結晶組織を構成する結晶粒の平均粒径が100μｍ以下で、かつ
、結晶組織のマトリックスに、Ｓｎの酸化物の80％以上が平均粒径1μｍ以下の微小酸化
物として分散されたものであり、引張強度が200～420MPa未満、好ましくは220～420MPa未
満、より好ましくは300～420MPa未満、特に好ましくは370～420MPa未満、かつ、導電率が
94％IACS以上のものである。
【００５９】
　ここで、Ｓｎの含有量が0.05重量％未満では、本実施の形態に係る製造方法を適用して
も、銅合金導体１８の引張強度を、純銅の引張強度（例えば、タフピッチ銅の場合で約22
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0MPa）よりも高くすることができないためである。また、Ｓｎの含有量が0.15重量％を超
えると、銅合金導体の導電率を94％IACS以上に向上させる効果が得られないためである。
さらに、Ｓｎの含有量が0.05～0.15重量％の範囲において、Ｓｎの含有量が多くなるに従
って、導電率は徐々に低下する。本実施の形態に係る銅合金導体では、Ｓｎの含有量を0.
05～0.15重量％の範囲に調整することにより、例えば［実施例］において後述するように
、銅合金導体の引張強度を370～420MPa未満と高く保持したまま、導電率を94％IACS以上
に調整することが可能となる。
【００６０】
　本実施の形態に係る銅合金導体においても、94％IACS以上の導電率を阻害しない範囲で
あれば、銅母材に、Ｓｎと共に、さらにＰ及び／又はＢを添加してもよい。Ｐは0.01重量
％（100重量ppm）以下の割合で含有させる。Ｂは0.01重量％（100重量ppm）以下の割合で
含有させる。Ｐ及びＢの両方を含有させる場合、含有割合は合計で0.02重量％（200重量p
pm）以下とされる。
【００６１】
　また、銅母材の酸素含有量が0.001～0.1重量％（10～1000重量ppm）の範囲で、酸素含
有量が多い程、引張強度及び導電率は共に高くなる。
【００６２】
　本実施の形態に係る銅合金導体の製造方法は、製造に用いる銅合金溶湯の成分組成が前
実施の形態に係る銅合金導体の製造に用いた銅合金溶湯１４（図１参照）と異なることを
除いて、前実施の形態に係る銅合金導体の製造方法と同じとされる。
【００６３】
　本実施の形態に係る銅合金導体は、純銅とほとんど変わらない高い導電率（94％IACS以
上）を有しつつ、高い引張強度を得ることができる。つまり、例えば後述の［実施例］で
述べるように、94％IACS以上の高い導電率を有し、かつ、各種機器用のケーブル導体に必
要とされる約400MPa（例えば、370～420MPa未満）の高い強度（引張強度）を有する銅合
金導体が得られる。本実施の形態に係る銅合金導体は、各種機器用ケーブル導体や産業用
ケーブル導体に好適であるが、電車線用銅合金導体（トロリー線）としても適用可能であ
る。
【００６４】
　本実施の形態に係る製造方法により得られた銅合金導体を用いて、単線材又は撚線材を
形成し、その単線材又は撚線材の周りに、絶縁層を設けることで、例えば、各種機器用ケ
ーブルや産業用ケーブルなどの高導電率、高強度のケーブル（配線材、給電材）を得るこ
とができる。
【００６５】
　以上、本発明は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、他にも種々のものが
想定されることは言うまでもない。
【００６６】
　次に、本発明を実施例に基づいて説明するが、本発明はこの実施例に限定されるもので
はない。
【実施例】
【００６７】
　銅母材に添加する添加元素の種類及び量、熱間圧延加工の最終圧延温度などを変え、直
径がφ23ｍｍの銅合金導体（電車線用銅合金荒引線）を作製した。銅合金導体は、本発明
に係る銅合金導体の製造方法を用いて製造した。
【００６８】
　具体的には、銅合金溶湯を用い、SCR連続鋳造の通常の鋳造温度（1120～1200℃）より
も低い温度（1100～1150℃）で鋳造を行うと共に、鋳型（銅鋳型）を強制水冷した。これ
により、鋳造材を、銅合金溶湯の凝固温度より100℃低い温度まで急速冷却した。次に、
連続鋳造圧延における通常の熱間圧延温度よりも50～100℃低い温度、すなわち鋳造材の
温度を500～600℃に調整した状態で、鋳造材に、熱間圧延を多段に施した。次に、その圧
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延材を洗浄し、巻取りを行い、荒引線１７を形成した。巻取った荒引線の線径は23ｍｍ以
下であった。最後に、巻取った荒引線を送り出し、その荒引線に約30℃の温度で冷間加工
（伸線加工）を行い、銅合金導体を作製した。
【００６９】
　（実施例１～３）
　酸素を10重量ppm含む各銅母材に、Snをそれぞれ0.3，0.4，0.6重量％の割合で含有させ
た銅合金材を用い、銅合金導体を作製した。最終圧延温度はいずれも560℃とした。
【００７０】
　（実施例４～６）
　酸素の含有量が350重量ppmである以外は、実施例１～３と同様にして銅合金導体を作製
した。最終圧延温度はいずれも560℃とした。
【００７１】
　（実施例７～９）
　酸素の含有量が500重量ppmである以外は、実施例１～３と同様にして銅合金導体を作製
した。最終圧延温度はいずれも560℃とした。
【００７２】
　（実施例１０）
　酸素を350重量ppm含む銅母材に、Snを0.6重量％、かつ、Ｐを0.0050重量％の割合で含
有させた銅合金材を用い、銅合金導体を作製した。最終圧延温度は560℃とした。
【００７３】
　（実施例１１）
　酸素を350重量ppm含む銅母材に、Snを0.6重量％、かつ、Ｂを0.0050重量％の割合で含
有させた銅合金材を用い、銅合金導体を作製した。最終圧延温度は560℃とした。
【００７４】
　（実施例１２）
　Snの含有量が0.1重量％である以外は、実施例１～３と同様にして銅合金導体を作製し
た。最終圧延温度は560℃とした。
【００７５】
　（実施例１３）
　Snの含有量が0.1重量％である以外は、実施例４～６と同様にして銅合金導体を作製し
た。最終圧延温度は560℃とした。
【００７６】
　（実施例１４）
　Snの含有量が0.1重量％である以外は、実施例７～９と同様にして銅合金導体を作製し
た。最終圧延温度は560℃とした。
【００７７】
　（比較例１）
　最終圧延温度が650℃である以外は、実施例４と同様にして銅合金導体を作製した。
【００７８】
　（比較例２）
　最終圧延温度が620℃である以外は、実施例４と同様にして銅合金導体を作製した。
【００７９】
　（比較例３）
　最終圧延温度が650℃である以外は、実施例１と同様にして銅合金導体を作製した。
【００８０】
　（比較例４）
　最終圧延温度が650℃である以外は、実施例７と同様にして銅合金導体を作製した。
【００８１】
　実施例１～１４及び比較例１～４の銅合金導体の製造条件（酸素含有量、添加元素の種
類及び含有量、最終圧延温度）を表１に示す。
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【００８２】
【表１】

【００８３】
　次に、実施例１～１４及び比較例１～４の各銅合金導体を用い、断面積が170ｍｍ2のト
ロリー線をそれぞれ作製した。各トロリー線の引張強度（MPa）、導電率（％IACS）、酸
化物の割合、結晶粒サイズ、表面品質、及び熱間圧延性を表２に示す。
【００８４】
　ここで、酸化物の割合については、平均粒径が1μｍ以下の酸化物の割合が80％以上の
ものを○、80％未満のものを×とした。
【００８５】
　結晶粒サイズについては、比較例１の銅合金導体を用いたトロリー線における結晶粒の
平均粒径を1.0とした時、結晶粒のサイズが0.5未満のものを○、0.5～1.0のものを×とし
た。
【００８６】
　表面品質については、熱間圧延後の表面傷が、少ないものを○、多いものを×とした。
【００８７】
　熱間圧延性については、熱間圧延性が良好なものを○、悪いものを×とした。
【００８８】
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【表２】

【００８９】
　表２に示すように、実施例１～１１の各銅合金導体を用いて作製した各トロリー線は、
いずれも420MPa以上（421～450MPa）の引張強度及び94％IACS未満（78～94％IACS）の導
電率を有していた。
【００９０】
　一方、実施例１２～１４の各銅合金導体を用いて作製した各トロリー線は、いずれも42
0MPa未満（388～390MPa）の引張強度及び94％IACS以上（94～99％IACS）の導電率を有し
ていた。
【００９１】
　ここで、各トロリー線は、平均粒径1μｍ以下の酸化物の割合がいずれも80％以上であ
り、結晶粒内には亜粒界が観察され、結晶粒のサイズは0.5未満であった。さらに、各ト
ロリー線は、いずれも、表面傷が少なく、表面品質は良好であり、熱間圧延性も良好であ
った。
【００９２】
　また、実施例１～３，４～６，７～９の各銅合金導体を用いて作製した各トロリー線を
比較した結果、Snの含有量が多くなるに従って、引張強度は向上するが、導電率は低下す
ることがわかった。実施例６，１０の各銅合金導体を用いて作製した各トロリー線を比較
した結果、Ｐを添加した実施例１０の方が、表面品質がより良好であった。実施例６，１
１の各銅合金導体を用いて作製した各トロリー線を比較した結果、Ｂを添加した実施例１
１の方が、若干ではあるが引張強度が高くなった。
【００９３】
　これに対して、比較例１，３，４の各銅合金導体を用いて作製した各トロリー線は、銅
母材の酸素含有量及びSn含有量がいずれも規定範囲内であった。しかし、最終圧延温度が
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の割合が少なく、かつ、結晶粒サイズが大きかった。つまり、導電率は80～92％IACSで、
いずれも規定範囲（75％IACS以上）を満足していたが、引張強度は410～417MPaといずれ
も420MPa未満であり、規定範囲（420MPa以上）を満足できなかった。
【００９４】
　また、比較例２の銅合金導体を用いて作製したトロリー線は、銅母材の酸素含有量、及
びSn含有量がいずれも規定範囲内であった。しかし、最終圧延温度が規定範囲（500～600
℃）を外れていたため、これらのトロリー線においては、微小酸化物の割合が少なく、か
つ、結晶粒サイズが大きかった。つまり、導電率は89％IACSで、規定範囲（75％IACS以上
）を満足していたが、引張強度は415MPaであり、規定範囲（420MPa以上）を満足できなか
った。
【図面の簡単な説明】
【００９５】
【図１】本発明の好適一実施の形態に係る銅合金導体の製造工程を示すフローチャートで
ある。
【符号の説明】
【００９６】
　１１　銅母材
　１２　Ｓｎ
　１８　銅合金導体

【図１】
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