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明 細 書

線 吠部 オ吸 びステータ薄 告

技 付子分野

０００1 本発明は、線状部材、及び、ステータコアにマグネットワイヤ (線状部材)を装着した

ステータ構造に関するものである。

背景まt行庁

０００2 モータに於て、磁性材料からなる短筒状のステータコアには、その内周面に(周方

向に)多数個の凹状スロットと多数個の凸状磁極とが交互に配設され、マグネットワイ

ヤが磁極に巻回されると共にスロット内へ積層状に挿入されて、磁界を発生させるた

めのステータが形成される。

０００3 モータが大きい回転トルクを効率良く得るためには、スロット(空間) 内のマグネットワ

イヤの占積率 (マグネットワイヤの占める体積の割合)を高くする必要があり、従来、ス

ロット内に配設したマグネットワイヤ同士の隙間をなくすために、横断面形状を矩形に

したマグネットワイヤがある (例えば、特許文献 参照)。

特許文献1 特開2００5 7456 号公報

発明の開示

発明が解が『しようとする課是頁

０００4 しかし、例えば、図25に示すステータコア ０4のょぅに、スロット ０5の両側面 ０9

０9の間隔寸法W が、スロット ０5の底部 ０7から先端開口部 ０8に向かってテ一

パー状に小さくなるょぅに形成されている場合は、マグネットワイヤ 4 は長手方向に

渡って同じ幅寸法W に形成されているため、特にスロット ０5の底部 ０7付近では、

マグネットワイヤ 4 とスロット ０5の両側面 ０9 ０9との間に大きな隙間Sが生じ、

マグネットワイヤ 4 の占積率が高くなるょぅにスロット ０5内に配設することができな

かった。

０００5 そこで、本発明は、ステータコアのスロット内の占積率が高いマグネットワイヤに好

適な線状部材を提供することを目的とする。さらに、そのょぅな線状部材をマグネット

ワイヤに適用してステータコアに装着したステータ構造を提供することを目的とする。



言果題を解が『するための手段

０００6 上記 目的を達成するために、本発明に係る線状部材は、金属線の外周面に絶縁

被膜を形成した横断面矩形の線状部材であって、その幅寸法を長手方向に渡って

連続的又は段階的に変ィビさせたものである。

０００7 また、上記金属線の横断面積を該金属線の長手方向に渡って同一となるように形

成したものであってもよい。

０００8 本発明に係るステータ構造は、多数個の凹状スロットと多数個の凸状磁極とを周方

向に交互に有するステータコアと、金属線の外周面に絶縁被膜を形成した横断面矩

形のマグネットワイヤと、を備え、上記スロットの両側面の間隔寸法は該スロットの底

部から先端開口部に向かって小さくなるように形成され、上記マグネットワイヤは上記

磁極に巻設されると共に上記スロット内に積層状に挿入され、該マグネットワイヤの幅

寸法を上記スロットの底部から先端開口部に向かって連続的に又は段階的に小さく

なるように配設したものである。

０００9 また、上記マグネットワイヤの上記金属線の横断面積を該金属線の長手方向に渡

って同一となるように形成したものであってもよい。

発明の効果

００1０ 本発明は、次のような著大な効果を奏する。

００11 本発明に係る線状部材 (マグネットワイヤ)及びステータ構造によれば、モータのス

テータコアのスロット(凹溝) 内に積層状に挿入するマグネットワイヤの幅寸法を、スロ

、ソトの幅寸法に対応して形成することができる。即ち、マグネットワイヤをスロット内に

隙間をほとんど空けずに配設することができ、マグネットワイヤのスロット内の占積率

を著しく向上させて、大きな回転トルクを効率良く得られるモータを製造することがで

きる。言い換えれば、従来のモータと同等のトルクを小さいサイズのモータで得ること

ができ、モータのコンパクトィか軽量ィビを図って省エネルギーを実現することができる

００12 図 図 は、本発明のステータ構造の実施の一形態を示す一部断面正面図である。

図2 図2は、要部拡大断面図である。



図3 図3は、本発明のマグネットワイヤの第 の実施形態を示す説明図であって、(a

) は斜視説明図、(b) は横断面説明図である。

図4 図4は、本発明のマグネットワイヤの平面図であって、(a) 第 の実施形態を示

す平面図、(b) は第2の実施形態を示す平面図である。

図5 図5は、本発明のステータ構造の他の実施の形態を示す要部拡大断面図であ

る。

図6 図6は、本発明のマグネットワイヤの平面図であって、(a 第3の実施形態を

示す平面図、(b) は第4の実施形態を示す平面図、(c) は第5の実施形態を示す平

面図、(d) は第6の実施形態を示す平面図、(e) は第7の実施形態を示す平面図、で

ある。

図7 図7は、別の実施の形態を示す平面図である。

図8 図8は、本発明のマグネットワイヤの製造工程を示す全体概略図である。

図9 図9は、上下加圧口一ルを示す正面図である。

図1０図 ０は、左右加圧口一ルを示す正面図である。

図11 図皿は、本発明のマグネットワイヤを巻取ドラムに巻き取った状態を示す正面

図である。

図12 図 2は、偏心口一ルを示す説明図であって、(a) 側面説明図、(b)は正面

説明図である。

図13 図 3は、卍型口一ルを示す正面図である。

図14 図 4は、クロス圧延口一ルを示す平面図である。

図15 図 5は、溝付き圧延口一ルを示す説明図であって、 は側面説明図、(b) は

正面説明図である。

図16 図 6は、金型を示す説明図であって、(a) 平面説明図、(b)側面説明図であ

る。

図17 図 7は、本発明のマグネットワイヤのステータコアへの装着の仕方を示す説明

図である。

図 8 図 8は、金属線の製造方法のさらに別の実施の形態を示す全体説明図であ

る。



図19 図 9は、製造方法の説明用斜視図である。

図2０図2０は、他の製造方法説明図であって、 a 断面側面説明図、(b) は平面

説明図である。

図2 1 図2 は、別の製造方法説明図であって、 a 断面側面説明図、(b) は平面

説明図である。

図22 図22は、さらに別の製造方法説明図であって、(a) 断面側面説明図、(b) は

平面説明図である。

図23 図23は、さらに他の製造方法説明図であって、(a) 断面側面説明図、(b) は

平面説明図である。

図24 図24は、その他の変形例を示す平面説明図である。

図25 図25は、従来のマグネットワイヤ及びそれを装着したステータ構造を示す要部

拡大断面図である。

図26 図26は、本発明の平角線の製造方法を実施するための製造装置を示す全体

概略図である。

図27 図27は、説明用斜視図であって、㈲ は中間線材の斜視図、( )は平角線の斜

視図である。

図28 図28は、要部断面図であって、(a) (b)の ( ) は金属線の要部断面図、(a) (b

)の㈲ は中間線材の要部断面図、(a) (b)の ( ) は平角線の要部断面図である。

図29 図29は、第 圧延口一ルの作用説明図である。

図3０図3０は、中間線材の説明図であって、(a) は平面説明図、(b) は正面説明図

である。

図3 1 図3 は、第2圧延口一ルの作用説明図である。

図32 図32は、第2圧延口一ルの作用説明図である。

図33 図33は、説明用の模式図である。

図34 図34は、平角線の説明図であって、 a「 平面説明図、(b)は正面説明図で

ある。

図35 図35は、中間線材と平角線の比較のための説明図であって、 a「 平面説明

図、(b) は正面説明図である。



図36 図36は、グラフ図である。

図37 図37は、グラフ図である。

図38 図38は、平角線の斜視図である。

図39 図39は、平角線をステータコアに巻設したステータ構造を示す一部断面正面

図である。

図4０図4０は、他の実施の形態の説明用斜視図である。

図41 図4 は、本発明の別の実施の形態を示す製造方法と製造装置の全体概略図

である。

図42 図42は、別の実施の形態の説明用斜視図である。

図43 図43は、工程順に説明した要部断面図である。

図44 図44は、さらに別の実施の形態の説明用斜視図である。

図45 図45は、工程順に説明した要部断面図である。

図46 図46は、異なる実施の形態を示す正面説明図である。

図47 図47は、さらに異なる実施の形態を示す正面説明図である。

図48 図48は、さらに異なる実施の形態を示す正面説明図である。

図49 図49は、さらに別の実施の形態の説明用斜視図である。

図5０図5０は、工程順に説明した要部断面図である。

図5 1 図5 は、本発明の実施の一形態の簡略説明図である。

図52 図52は、要部の構成説明図である。

図53 図53は、説明用斜視図であり、㈲ は中間線材の斜視図、( ) は平角線の斜

視図である。

図54 図54は、要部断面図である。

図55 図55は、圧延による塑性変形の説明用の模式図である。

図56 図56は、他の実施の形態を示す説明用斜視図である。

図57 図57は、第 圧延口一ルの制御のフローチヤート図である。

図58 図58は、第 圧延口一ルの制御のフローチヤート図である。

図59 図59は、第2圧延口一ルの制御のフローチヤート図である。

図6０図6０は、第2圧延口一ルの制御のフローチヤート図である。



図6 1 図6 は、フローチヤート図である。

図62 図62は、フローチヤート図である。

図63 図63は、本発明の平角線の製造装置の実施の一形態を示す全体正面図で

ある。

図64 図64は、要部正面図である。

図65 図65は、導線・中間線材・平角線の断面図である。

図66 図66は、他の実施形態を示す要部正面図である。

図67 図67は、従来の平角線の製造装置を示す全体正面図である。

図68 図68は、本発明の実施の一形態を示す部分斜視図である。

図69 図69は、拡大断面図である。

図7０図7０は、使用状態を示す断面図である。

図7 1 図7 は、他の実施の形態の拡大断面図である。

図72 図72は、使用状態を示す断面図である。

図73 図73は、製造装置の一例を示す要部説明図である。

図74 図74は、製造装置の他の例を示す要部説明図である。

図75 図75は、製造方法の一例の説明図である。

図76 図76は、電着の原理の概要説明図である。

図77 図77は、作用説明のための要部拡大図である。

図78 図78は、製造方法の他の例の説明図である。

図79 図79は、製造方法の具体的説明斜視図である。

図8０図8０は、製造方法の他の具体的説明斜視図である。

図8 図8 は、従来例を示す要部拡大断面図である。

図82 図82は、本発明に係る絶縁電線の各種の実施形態を示す平面図である。

図83 図83は、要部拡大断面図である。

図84 図84は、絶縁電線の他の実施の形態を示す図であって、(a) は平面図、(b)

は、(a) の 拡大断面図、(c) は、(a) のC 拡大断面図である。

図85 図85は、本発明に係る製造方法を説明する簡略構成説明図である。

図86 図86は、電着の原理の概要説明図である。



図87 図87は、作用説明のための要部拡大図である。

図88 図88は、作用説明のための要部拡大図である。

図89 図89は、本発明の製造方法の別の実施の形態を説明する簡略構成説明図で

ある。

図9０図9０は、要部説明斜視図である。

図9 1 図9 は、他の実施の形態を示した要部説明斜視図である。

図92 図92は、兄りの実施の形態を示した要部説明斜視図である。

図93 図93は、さらに別の実施の形態を示した要部説明斜視図である。

図94 図94は、本発明に係る絶縁電線の別の実施の形態を示す断面図である。

図95 図95は、使用状態と作用を説明するための断面図である。

図96 図96は、本発明に係る絶縁電線のさらに別の実施の形態を示す断面図であ

る。

符号の説明

０ 線状部材 (マグネットワイヤ)

０2 金属線 (導線)

０3 絶縁被膜

０4 ステータコア

０5 スロット

０6 磁極

０7 底部

０8 先端開口部

０9 側面

2０ 第 圧延口一ル

2０2 第2圧延口一ル

226 大きいき日ィ立

227 、さい部位

23０大きいき日ィ立

23 、さい部位



25０渡り部

26 第 工程

262 第2工程

4０ 上流口一ル

4０2 最終口一ル

4０3 厚さ測定器

4０4 幅測定器

4０5 第Ⅰ 口一ル制御手段

4０6 第2口一ル制御手段

4０7 冷却装置

4 9 加熱装置

5０ 導体

5０2 外面

5０3 絶縁電線

5０4 面取部 (逃げ部)

5０5 絶縁層

5０7 導体露出部

5０8 電着槽

511 1辺

5 5 電着層

522 可動マスキング部材

542 摺動マスキング部材

6０ 導体

6０2 外面

6０3 絶縁電線

6０5 絶縁層

6０7 導体露出部

6０8 電着槽



6 2 電着液

6 5 電着層

6 6 焼付炉

6 7 導体露出部形成装置

622 可動マスキング部材

642 摺動マスキング部材

6 7０除去部

672 電着層非形成部

A 第Ⅰ圧延口一ル

B 第2圧延口一ル

C 平角線 (製品)

D 金属線 (導線、母材)

G 通過走行方向

H 噴出流体

L 長さ寸法

M 中間線材

R 口一ル径

R 口一ル径

S 最適断面積

5 第2厚さ測定器 (中間線材厚さ測定器)

S 幅測定器

S ，S 移動速度測定器

T 厚さ寸法 (最終厚さ寸法)

T 目標厚さ寸法

T 最終厚さ寸法

T ，T2０
最終厚さ

2
寸法

Va Vb 間隔変動速度 (移動速度)

Vc V 移動速度 (送り速度)



0 目標幅寸法

W 幅寸法 (最終幅寸法)

W 間隔寸法

X ，X 口一ル間隔寸法

Z，Z ，Z 。

発明を実施するための最良の 杉熊

００14 以下、実施の形態を示す図面に基づき本発明を詳説する。

００15 図3 (a) は本発明の線状部材の第 の実施形態を示す斜視説明図、(b)はその横

断面説明図であり、また、図4 (a) は本発明の第 の実施形態を示す平面図、(b) は

第2の実施形態を示す平面図である。本発明に係る線状部材 ０はマグネットワイヤ

として好適なものであるので、以下の説明に於ては、線状部材 ０をマグネットワイヤ

０ と同一符号をもって呼ぶ場合がある。

００16 図3 (b) に示すよぅに、線状部材 ０ (マグネットワイヤ ０ ) は、銅製等の導伝性に

優れた金属線 (導線) ０2と、金属線 ０2の外周面に絶縁性樹脂等の絶縁材料を被

覆してなる絶縁被膜 ０3と、を有している。そして、横断面矩形 (長方形又は正方形)

の金属線 ０2の外周面に絶縁被膜 ０3を均一厚さに形成して、横断面形状は矩形 (

長方形又は正方形)のマグネットワイヤ ０が構成されている。

００17 マグネットワイヤ ０の幅寸法W は、マグネットワイヤ ０の長手方向に渡って (左

から右へ向かって)連続的に大きくなるよぅに設定されている。具体的には、図4 (a)

に示すよぅに、マグネットワイヤ ０の長手方向に伸びて配設される第一長辺部皿

と第二長辺部 2との間の幅寸法W が、マグネットワイヤ ０の一短辺部 ０ aから

他短辺部 ０ bに向かって連続状に(次第に)大きくなっている。図4 (a) の場合、第

二長辺部 2は両短辺部 ０ a ０ bに直交して配設され、かつ、第一長辺部皿

が第二長辺部 2に対し傾斜して配設された片勾配状に形成されている。また、図4

(b) に示す如く、第一長辺部 と第二長辺部 2とを両勾配状に配設してもよい。

００18 なお、金属線 ０2の幅寸法W (図3 (b)参照)も、マグネットワイヤ ０ と同様に長

手方向に渡って連続的に大きくなるよぅに設定されている。

００19 図3 (a) と図4 (a)(b) とに於て、 はマグネットワイヤ ０の ( ピッチ分の)長さ寸法



である。

００2０ また、金属線 ０2の横断面積は、金属線 ０2の長手方向に渡って同一となるように

形成されている。即ち、金属線 ０2の幅寸法W が長手方向に渡って大きくなるに伴

って、逆に金属線 ０2の厚さ寸法 は小さくなるように形成されている。

００2 1 また、図3 (a) に示すように、マグネットワイヤ ０も、幅寸法W が長手方向に渡っ
て大きくなるに伴って、逆にマグネットワイヤ ０の厚さ寸法 は小さくなるように形

成されている。

００22 図 は本発明のマグネットワイヤをステータコアに装着したステータ構造の一部断面

正面図、図2はその要部拡大断面図である。

００23 図 に於て、 ０4は磁性材料からなる短筒状のステータコアであり、ステータコア ０

4の内周面には、多数個の凹状スロット ０5と多数個の凸状磁極 ０6とが周方向に

交互に配設されている。ステータコア ０4の磁極 ０6には、上述した本発明のマグネ、
、ソトワイヤ ０が巻設されると共にスロット ０5内にマグネットワイヤ ０が積層状に挿

入されている。

００24 図2に於て、スロット ０5の両側面 ０9 ０9の間隔寸法W は底部 ０7から先端

開口部 ０8に向かって小さくなるように(テ一パー状に)形成され、このスロット ０5内

にマグネットワイヤ ０がその幅寸法W がスロット ０5の底部 ０7から先端開口部

０8に向かって連続的に小さくなるように配設されている。即ち、スロット ０5内に配設

(挿入) されたマグネットワイヤ ０は、図2に示す如く、底部 ０7から先端開口部 ０

8へ向かって (両側面 ０9 ０9に沿うように)一段ずつ順に幅寸法W が小さくなる

階段状に積層されている。

００25 図6 (a)～(e) は、本発明のマグネットワイヤ ０の第3～第7の実施形態を示す平

面図である。

００26 図6 (a) は、マグネットワイヤ ０の幅寸法W を長手方向に渡って (左から右へ向か

って)段階的に大きくなるように形成している。具体的には、マグネットワイヤ ０の長

手方向に伸びて配設される第一長辺部 と第二長辺部 2とが、左から右へ向か

って階段状に (互いに離れるように)広がって形成され、(図示省略の)長手方向の中

央線を対称軸として互いに線対称に配設されている。



００27 例えば、図6 (a) に示すマグネットワイヤ ０を(長手方向に引き延ばしたものを) 、

図 に示すステータコア ０4に装着すると図5に示すよぅな状態となる。つまり、スロッ
ト ０5内に積層状に挿入されたマグネットワイヤ ０は、その幅寸法W がスロット ０

5の底部 ０7から先端開口部 ０8に向かって段階的に小さくなるよぅに配設されてい
るため、図5の要部拡大断面図に示す如く、マグネットワイヤ ０は底部 ０7から先

端開口部 ０8へ向かって二段ごとに幅寸法W 心くなるよぅに積層されている。

００28 図6 ( ) に示すマグネットワイヤ ０は、その幅寸法W が長手方向に渡って連続

的に小さくなり途中 (中間位置)で連続的に大きくなるよぅに形成されている。具体的

には、中間位置で屈折した第一長辺部皿 と、ストレート状の第二長辺部 2と、を

有し、第一長辺部 は、その一端から中間位置へ向かって第二長辺部 2に次

第に接近し、中間位置から他端へ向かって第二長辺部 2から離間するよぅに配設

されている。言い換えれば、図4 (a) に示すマグネットワイヤ ０を、その一短辺部 ０

aを対称軸として2個 (左右)線対称に連設した形状となっている。

００29 また、図6 c に示すのは、幅寸法W が長手方向に渡って段階的に小さくなり途中

(中間位置)で段階的に大きくなるよぅに形成されたマグネットワイヤ ０である。第一

長辺部皿 と第二長辺部 2とが、それぞれ一端から中間位置へ向かって互いに階

段状に接近し、中間位置から他端へ向かって互いに階段状に離間するよぅに配設さ

れている。言い換えれば、図6 (a) に示すマグネットワイヤ ０を、2個 (左右)線対称

に連設した形状となっている。

００3０ 図6 d は、長手方向に渡って途中二箇所で幅寸法W が (急に)大きくなったマグ

ネットワイヤ ０である。この場合、第一長辺部皿 と第二長辺部 2とが、(急に)互

いに離間・接近するのを長手方向に渡って途中二箇所で行って2個の幅広部を形成

している。

００3 1 図6 e も、長手方向に渡って途中二箇所で幅寸法W が (急に)大きくなったマグ

ネットワイヤ ０であるが、この場合は、第一長辺部 が、ストレート状の第二長辺

部 2に対し、長手方向に渡って途中二箇所で (急に)離間・接近するよぅに配設さ

れて幅広部が形成されている。

００32 図示省略するが、図4 a)(b) 、図6 b に於て、第一長辺部 皿・第二長辺部 2



はそれぞれ直線又は直線を折曲げた屈折線からなっているが、図24 (a)(b) に2点鎖

線で示すように凸曲線 32にて第一長辺部 、及び 又は、第二長辺部 2を形

成してもよく、あるいは、一点鎖線にて示すように凹曲線 33にて第一長辺部

及び 又は、第二長辺部 2を形成しても、自由である。このように、マグネットワイ

ヤ ０は、その幅寸法W を長手方向に渡って、直線にて、又は、曲線にて、あるい
は、直線と曲線とを組み合わせて、連続的に変ィビさせる。

００33 また、マグネットワイヤ ０の幅寸法W を長手方向に渡って段階的に変ィビさせた図

6 (a) と(c) ～(e) に於て、各マグネットワイヤ ０は、直角に形成された角部 (隅部)を

有しているが、この場合の「段階的に変ィビさせること」には、直角でなく滑らかな弧状

に形成する場合も含むと定義する。

００34 また、ステータコア ０4も (図 、図2に示す)ｱ記実施の形態に限らず、例えば、ス

テータコア ０4の外周面にスロット ０5を配設したものでもよく、また、スロット ０5の

両側面 ０9 ０9の間隔寸法W を、段階的に変ィビさせたり、底部 ０7から先端開口

部 ０8へ向かって大きくなるように形成しても自由であり、これら以外の形状であって

も構わない。

００35 そして、本発明のマグネットワイヤ ０は、ステータコア ０4 (スロット ０5)の形状や

ステータコア ０4への巻設の仕方 (図示省略) に対応して幅寸法W を連続的又は段

階的に変ィビさせることが可能であり、上記図4 a)(b)及び図6 (a)～(e) 以外に、例え

ば、図24 (a)(b)のように、凸曲線 32や凹曲線 33をもって、幅寸法W を変ィヒさせ、

あるいは、図24 c)(d) に2点鎖線 34にて示すように、段階的な変ィビと、連続的 (勾

配的)変ィビとを、結合しても望ま 、。さらに、図7又は図24に於て、符号 5０は 渡り

き日 を示し、この 渡り部 5０とは、(最終的な)製品には使用しないが製造上必要な

部分を指し、例えば、長尺の線状部材 (マグネットワイヤ) ０を巻くときの掴持代 (つ

かみ代) としたり、長さ調整のための余備代等に利用される。さらに説明すれば、所定

長さ寸法 に切断されるマグネットワイヤのィ可ィきも長尺の線状部材 ０を、(後述の

製法によって)製造し、その後、所定長さ に切断する際に、上記渡り部 5０にて切

断して、渡り部 5０にて寸法調整したり、工具 (治具)のつかみ代として、活用可能で

ある。



００36 また、スロット ０5内のマグネットワイヤ ０の占積率を一層向上させるために、マグ

ネットワイヤ ０ (金属線 ０2)の横断面形状を台形に形成してもよい。即ち、図2に

於て、スロット ０5の各側面 ０9 ０9に対向するマグネットワイヤ ０の側面部を、

スロット ０5の側面 ０9 ０9と同じ傾斜角度で傾斜して配設すれば、マグネットワイ

ヤ ０をスロット ０5内に高密度 (高い占積率)で挿入することが可能となる。

００37 なお、図6 (a)～(e) に示すマグネットワイヤ ０に於て、上述した図4 (a)(b) に示す

マグネットワイヤ ０ との差異点以外は、同様の構成であるので説明を省略する。

００38 また、マグネットワイヤ ０の形状、マグネットワイヤ ０のステータコア ０4への巻

設の仕方等に対応して、絶縁被膜 ０3の厚さ寸法をマグネットワイヤ ０の長手方

向に渡って変ィビさせて形成しても自由である。

００39 次に、本発明のマグネットワイヤの製造方法 ( 程) について説明する。

００4０ 図8は、本発明のマグネットワイヤの製造工程を示す全体概略図であり、 3は供

給ドラム、 4は張力調整装置、 5は加工口一ル装置、 6は電着バス、 7は乾

燥装置、 8は焼付け炉、 9は巻取ドラムである。

００41 横断面円形の金属線 ０2を巻設した供給ドラム 3から金属線 ０2を繰り出し加

工口一ル装置 5へと送る。加工口一ル装置 5は、供給ドラム 3から送られる横

断面円形の金属線 ０2を、所望の幅寸法W と厚さ寸法 に調整しつつ横断面矩形

に成型するためのものであり、加工口一ル装置 5は、回転 自在の一対の上下加圧

口一ル 2０ 2０(図9参照)を有している。上下加圧口一ル 2０ 2０はロール間隔

を(周期的に)変化させる機構を有している。また、加工口一ル装置 5は、左右一対

の加圧口一ル 2 2 (図 ０参照)でも構わない。また、加工口一ル装置 5は、

上下加圧口一ル 2０ 2０と左右加圧口一ル 2 2 とを連続して有していてもよ

００42 金属線 ０2は、まず、上下加圧口一ル 2０ 2０にて上下方向から押圧されて上

下平坦面が形成され、所望の幅寸法W と厚さ寸法 (図3 (b)参照) に調整する。上

下加圧口一ル 2０ 2０の口一ル間隔を図示省略の制御装置にて (周期的に)変ィビ

させ、連続して通過する金属線 ０2の幅寸法W と厚さ寸法 を長手方向に渡って

連続的又は段階的に変ィビさせて形成する。金属線 ０2の断面積を長手方向に渡っ



て均一にするには、張力調整装置 4にて金属線 ０2に付与する張力を加圧口一

ル 2０ 2０の口一ル間隔に合わせて調整し、金属線 ０2の伸び量 (断面積)を変

ィビさせる。

００43 加工口一ル装置 5にて加工された金属線 ０2は電着バス 6へと送られる。電

着バス 6内には絶縁性樹脂等の絶縁材料からなる電着液 (ワニス) 22と陰極管

23とを備え、金属線 ０2を交流電源の陽極側に接続した状態で電着液 22内を通

過させると、金属線 ０2の外周面に絶縁材料が均一に付着 (電着)する。

００44 そして、絶縁材料が付着した金属線 ０2を乾燥装置 7内を通過させた後、焼付

け炉 8で焼付けして金属線 ０2の外周面に絶縁被膜 ０3を形成しマグネットワイ

ヤ ０を形成する。マグネットワイヤ ０は、図皿に示すよぅに、マグネットワイヤ ０

の横断面中央線がほぼ重なり合ぅよぅに(バ一ムク一ヘン状に)巻回して巻取ドラム

9に巻き取られる。即ち、本発明のマグネットワイヤ ０は、幅寸法W が長手方向

に渡って変化するため、トラバース方式で巻取りすると巻き乱れる虞があるからである

。但し、マグネットワイヤ ０の幅寸法W の変ィロ量が少ない場合はトラバース巻きを
一，
行っ。

００45 また、上記加工口一ル装置 5として、図 2に示すよぅな偏心口一ル 25を用いて

もよい。一対の偏心口一ル 25 25の口一ル周長は、作製するマグネットワイヤ ０

の長さ寸法 ( ピ、ソチ) と同じに形成されており、偏心口一ル 25 25が回転しつ

つその口一ル間隔を周期的に変ィヒさせ、偏心口一ル 25 25間を通過する金属線

０2の幅寸法W と厚さ寸法 を連続的に変ィビさせて形成する。

００46 また、長手方向に渡って断面積を均一に形成することができる加工口一ル装置 5

として、図 3に示すよぅな上下左右同時に加圧する卍 (まんじ)型口一ル 24、図 4

に示すよぅなクロス圧延口一ル 26、図 5に示すよぅな溝付き圧延口一ル 27、図 6

に示すよぅな金型 28を用いてもよい。

００47 図 3に於て、卍型口一ル 24は、上下口一ル 24a 24aと左右口一ル 24b 2

4bとで囲まれる矩形状の空間内を(横断面円形の)金属線 ０2が通過して加工 (変

形 されるよぅになっており、その空間の上下幅寸法及び左右幅寸法を変化させて金

属線 ０2の幅寸法W と厚さ寸法 を長手方向に渡って連続的又は段階的に変ィビさ



せる。

００48 クロス圧延口一ル 26を平面視した図 4に於て、クロス圧延口一ル 26はｱ 加圧

口一ル 26a 26b (の軸心) に角度をつけて交差状に配設している。このクロス圧延

口一ル 26によれば、幅寸法W の大きいマグネットワイヤ ０を製造する場合に好

適である。そして、上下加圧口一ル 26a 26bの口一ル間隔を制御装置にて(周期

的に)変ィビさせ、連続して通過する金属線 ０2の幅寸法W と厚さ寸法 を長手方向

に渡って連続的又は段階的に変化させる。

００49 図 5に於て、溝付き圧延口一ル 27は、上下加圧口一ル 27a 27bを有し、一

方の加圧口一ル 27aには周方向に渡って幅寸法と深さ寸法が変ィビする凹溝 29が

形成されている。他方の加圧口一ル 27bには凹溝 29は形成されていない。また、

上下加圧口一ル 27a 27bの口一ル周長は、作製するマグネットワイヤ ０の長さ

寸法 ( ピッチ) と同じ又は2倍に形成されている。(ｱ側の)加圧口一ル 27aの凹

溝 29と( 側の)加圧口一ル 27bの外周面とで囲まれた矩形の空間内を(横断面

円形の)金属線 ０2が通過して加工 (変形)され、金属線 ０2の幅寸法W と厚さ寸法

，を長手方向に渡って連続的又は段階的に変ィビさせる。

００5０ 図 6に示す金型 28は、長手方向に渡って幅寸法と深さ寸法が変ィビする溝部 3

を有し、この溝部 3０に金属線 ０2を載置して上方からプレス機にてプレス加工す

る。この場合、バッチ生産となる。

００5 1 また、絶縁被膜 ０3を被覆する絶縁保護膜を形成してもよい。この絶縁保護膜の形

成方法は、例えば、絶縁性樹脂等の絶縁材料を電着した後の金属線 ０2を、絶縁

性塗料浴内に浸漬させ絶縁性塗料を付着し、その付着した絶縁性塗料をフェルトで

薄くして、その後、焼付けする。また、上記電着後、焼付けして、上記絶縁性塗料を

付着し、再度焼付けしてもよい。金属線 ０2は長手方向に渡って幅寸法W が変ィビ

するよぅに加工するため、フェルトにスプリングによる弾性力を付与して、フェルトを金

属線 ０2の形状に沿って追随できるよぅすることが好ま 、。

００52 さらに、所定トソチごとに印を付けたマグネットワイヤ ０を製造することも可能であ

る。具体的には、金属線 ０2に絶縁材料を電着する前に、金属線 ０2の所定ぴソチ

ごとに(電着する絶縁材料とは異なる色の)絶縁材料を付着したり、傷を入れたりして



おけば、電着工程を経てもそれら部分には電着しないので所定ピ、ソチが一目でわか

るよぅになる。

００53 次に、図 8と図 9とは、図9，図 ０，図 2～図 6で既に述べた製造方法とは異な

る別の実施の形態を示す。即ち、図 8に於て、横断面円形 (又は矩形等であっても

よい)の金属素材 を供給ドラム 35から繰り出し、最終的には同図右端の巻取ドラ

ム 36に、図7 (a)～㈲ 、又は図24に示すよぅな十分に長尺状の金属線 ０2が、巻

き取られる。このよぅに、図 8の左側から右側へ金属素材 (金属線 ０2) が送られる

が、その途中に、第 圧延口一ル 37 37と第2圧延口一ル 38 38が、順次、設

置されており、各口一ル 37 37 38 38はｱ 間隔及びその間隔変化速度が

、制御装置 39 4０にて、制御される。また、張力調整 (又は速度調整)用の装置

42 43も設けられる。

００54 供給ドラム 3 5から(円形等の)所定断面の金属素材 を繰り出し、相対的に接近

離間制御される第 圧延口一ル 37 37を通して圧延すると、図 9の㈲ に示すよぅ

に厚さ寸法と幅寸法とが連続的 (及び 又は段階的) に変ィビする中間線材 が形成

される。次に、この中間線材 を第2圧延口一ル 38 38へ送るが、このとき、第2

圧延口一ル 38 38は、その口一ル間隔寸法が、順次送り込まれる中間線材 の

厚さ寸法に対して、大小逆となるよぅに、相対的に接近離間制御され、このよぅに制御

しつつ第2口一ル 38 38によって、中間線材 を圧延して、図 9 ( ) に示すよぅ

な厚さ寸法と幅寸法とが、長手方向に渡って、変ィビする (平角線状の)金属線 ０2を

、成形し、これを巻取ドラム 36に巻き取る。

００55 さらに説明すれば、第2圧延口一ル 38 38にて、中間線材 をその厚さ寸法が

厚い部分ほど薄くなるよぅに圧延する。そして、図 9の ㈲ ( ) に示す如く、金属線 ０

2の厚さ寸法・幅寸法の大小は、中間線材 の厚さ寸法・幅寸法の大小と逆になる (

反比例する)。

００56 図 9に示すよぅに、中間線材 は、厚さ寸法が大きく幅寸法が 、さい仮幅狭部S

と、厚さ寸法が小さく幅寸法が大きい仮幅広部 とが、交互に形成され、また、金属

線 ０2は、厚さ寸法が小さく幅寸法が大きい最終幅広部 と、厚さ寸法が大きく幅

寸法が 、さい最終幅狭部S とが、交互に形成される。そして、(図 9から明らかなよぅ



に、)仮幅狭部S が最終幅広部 となり、仮幅広部 が最終幅狭部S 2となる。とこ
2

ろで、図 9では、最終幅狭部S には、(長手方向に所定寸法に渡って同一幅寸法

の)渡り部 5０を形成している場合を例示しており、この図 9と図 8とにて製造され

た長尺状金属線 ０2を、この渡り部 5０にて切断して、所定長さのマグネットワイヤ

０用の金属線が得られる。また、図 8の製造方法にて得られる金属線 ０2は、その

長手方向に渡って断面積が同一となって好ま 、。即ち、圧延倍率 (圧縮量) が大き

いほど、その後に圧延されるとその断面積が小さくなるれづ原理を応用している。こ

のよぅに、図 8に示した2段口一ル加工による製造方法によれば、十分長尺の金属

線を一且得て、その後、所定の長さに (渡り部 5０に於て)切断することによって、マ

グネットワイヤ ０用の定まった長さの (図6に示したよぅな)金属線 ０2を、能率良く

安価に製造できる利点がある。

００57 ところで、図 8によって得られる連続状 ( 分長尺状)の金属線 ０2の平面図は、

図7 (a)～㈲ 、あるいは、図24 (a)～(d)の2点鎖線・一点鎖線に例示した形状を呈

する。

００58 次に、図2０～図23は、さらに異なる製造方法であって、各々別の実施の形態を示

している。即ち、図2０～図23のいずれに於ても、各図 a 側面断面図であって、

厚さ寸法 が表われ、各図 (b) は平面図であり、実線が中間製品 であって、2点

鎖線が完成品としての金属線 ０2であって幅寸法W が表われる。

００59 図示省略の金属素材 (元の断面形状は矩形・一文字等自由)を、プレス加工又はロ

ール圧延加工等によって、厚さ寸法 が階段的 (図2０，図2 参照) 、又は、連続的 (

図22又は図23参照) となるよぅに、塑性変形させる。その結果、厚さ寸法 は、所望

の数値のものとなるが、幅寸法は、所望の数値のものとかけ離れているので、各図 (b

)の実線から、その後、機械的切断手段やレーザーかソト手段によって、2点鎖線に

て示す如く切断する。この切断方法は、厚さ寸法 が大なるところは小さな幅寸法W

となるよぅに切断し、逆に、厚さ寸法 が小なるところは大きな幅寸法W となるよぅ
3 3 3

に

切断する。

００6０ このよぅにして、横断面積が、長手方向に渡って、一定とすることができる。なお、図

23等では渡り部 5０が形成されるも好ま 亡とを図示している。



００6 1 なお、本発明に於て、金属線 ０2としては、横断面一文字状としたテープ代のもの

までも包含するものである。また、マグネットワイヤ以外の用途にも適用自由である。

００62 図 及び図2に示す本発明の実施の形態に於て、マグネットワイヤ ０のステータコ

ア ０4への装着方法について説明する。

００63 まず、図 7に示すように、(マグネットワイヤ ０を挿入する予定の) 2個のスロット

０5 ０5の内一方のスロソト ０5に、マグネットワイヤ ０の幅寸法W が大きい端部

をスロット ０5の先端開口部 ０8から斜めにして挿入し、底部 ０7に平行に配置する

。そして、マグネットワイヤ ０を一方のスロット ０5と他方のスロット ０5内に交互に

挿入して、両スロット ０5 ０5の間の磁極 ０6に(マグネットワイヤ ０の幅寸法W

の大きい方から 心い方へ向かって)巻き進めていくと、マグネットワイヤ ０が両スロ

、ソト ０5 ０5の底部 ０7から先端開口部 ０8へ向かって順に積層状に挿入される。

００64 なお、図2では、マグネットワイヤ ０ とスロット ０5の両側面 ０9 ０9との間には

多少隙間が生じているが、スロット ０5内のマグネットワイヤ ０の山積率を一層向上

させるために、マグネットワイヤ ０が両側面 ０9 ０9との間に際間がほとんど生じ

ないように接近して配設することが好ましい。

００65 以上のように、本発明は、金属線 ０2の外周面に絶縁被膜 ０3を形成した横断面

矩形の線状部材であって、その幅寸法W を長手方向に渡って連続的又は段階的に

変ィビさせたので、モータのマグネットワイヤとして好適であり、モータのステータコア等

のスロット(凹溝) 内に積層状に挿入するマグネットワイヤの幅寸法W を、スロットの幅

寸法に対応して形成することができる。即ち、マグネットワイヤをスロット内に際間をほ

とんど空けずに配設することができ、マグネットワイヤのスロット内の山積率を著しく向

上させて、大きな回転トルクを効率良く得られるモータを製造することができる。言い
換えれば、従来のモータと同等のトルクを小さいサイズのモータで得ることができ、モ

ータのコンパクトィか軽量ィビを図って省エネルギーを実現することができる。

００66 また、金属線 ０2の横断面積を金属線 ０2の長手方向に渡って同一となるように

形成したので、マグネットワイヤの全体長の電気抵抗を低く抑えることができる。また、

金属線 ０2の電気抵抗やインダクタンスが長手方向に渡って一定にすることができ

好ましい。



００67 本発明のステータ構造は、多数個の凹状スロット ０5と多数個の凸状磁極 ０6とを

周方向に交互に有するステータコア ０4と、金属線 ０2の外周面に絶縁被膜 ０3を

形成した横断面矩形のマグネットワイヤ ０ と、を備え、スロット ０5の両側面 ０9，

０9の間隔寸法W はスロット ０5の底部 ０7から先端開口部8に向かって小さくなるよ

うに形成され、マグネットワイヤ ０は磁極 ０6に巻設されると共にスロット ０5内に

積層状に挿入され、マグネットワイヤ ０の幅寸法W をスロット ０5の底部 ０7から

先端開口部 ０8に向かって連続的に又は段階的に小さくなるように配設したので、

マグネットワイヤ ０をスロット ０5内に際間をほとんど空けずに配設することができ、

マグネットワイヤ ０のスロット ０5内の山積率を著しく向上させて、大きな回転トルク

を効率良く得られるモータを製造することができる。言い換えれば、従来のモータと同

等のトルクを 、さいサイズのモータで得ることができ、モータのコンパクトィか軽量ィビを

図って省エネルギーを実現することができる。

００68 また、マグネットワイヤ ０の金属線 ０2の横断面積を金属線 ０2の長手方向に渡

って同一となるように形成したので、マグネットワイヤ ０の全体長の電気抵抗を低く

抑えることができる。また、金属線 ０2の電気抵抗やインダクタンスが長手方向に渡

って一定にすることができ好ましい。

００69 次に、平角線の製造方法に係るその他の実施形態について説明する。

００7０ ここで、図39に示すような内径側に開ロする多数個のスロット24 を有するステータ

コア24０は、そのスロット24 の幅寸法がスロット底部から先端開口部へ向かってテ

一パー状に小さくなっているため、マグネットワイヤを密に巻回するためには、マグネ、
、ソトワイヤの幅寸法を長手方向に渡って変ィヒさせて成型する必要があった。

００7 1 具体的には、図38に示すように、幅寸法Wを長手方向に渡って連続的に大きく(又

は小さく)した平角線242 を作製し、図39に示すように、その平角線242 の幅広部を

スロット24 の底部に配置し、先端開口部へ向かって螺旋状に巻回して装着してい
たし。

００72 このような幅寸法が長手方向に渡って変ィビする平角線は、丸線を平角線に成型す

る従来の製造装置 (例えば、特開2００4 22 65号公報参照)の一対の圧延口一

ルの口一ル間隔を接近離間させることで製造することができる。



００73 また、幅寸法が変化する平角線に於て、電気抵抗を均一にするために、その断面

積を長手方向に渡って同一となるよぅに成型することが望まれている。

００74 しかし、上記平角線の製造方法では、圧延倍率によって平角線の断面積が変ィビす
るれ、った問題があった。このことを示すデータを下記の表 と表2に示す。

００75 表

００76 表2

００77 表 で示すのは、長手方向に渡って同一断面積の丸線を平角線に圧延加工した場

合のデータである。表 では、圧延倍率が8 ・8倍、 4・9倍の部分では、それ
ぞれの断面積が2・ 5 2、 ・887 2、 ・8 7 2と変化している。 ・8倍、

4・9倍の部分では、所定の断面積2 から約 ０ 減少している。

００78 また、表2も、同様に丸線を平角線に圧延加工した場合のデータであり、圧延倍率
が5・3倍、 ０・2倍の部分で、断面積が2・972 2、2・742 2と変ィビし、 ０・2



倍のときは所定の断面積3 から約1０ 減少している。

００79 なお、表 と表2に於て括弧内のパーセント値は平角線の所定 (所望の) 断面積に

対する各断面積の比率であり、圧延倍率は、作製した平角線の 幅寸法十厚さ寸法

で計算した値である。

００8０ そして、表 と表2とからわかるよぅに、圧延倍率が高くなる (大きく圧延する) ほどそ

の部分の断面積は小さくなり、断面積を長手方向に渡って同一にすることができなか

った。

００8 1 図26は、本発明の平角線の製造方法を実施するための製造装置を示す全体概略

図である。

００82 図に於て、左端の2 ０は銅製等の横断面円形又は正方形若しくは矩形や他の断

面形状の金属線 を巻設した供給ドラム、右端の2 3は製造した平角線を巻き取る

巻取ドラムであり、左側から右側へ金属線 が送られる。供給ドラム2 ０と巻取ドラム

2 3との途中には、一対の第 圧延口一ル2０ 2０ と、一対の第2圧延口一ル2０2

2０2とが上流から下流へ順次設置されている。第 圧延口一ル2０ 2０ と第2圧

延口一ル2０2 2０2とは、どちらも相対的に接近離間制御されるよぅになっている。ま

た、第 圧延口一ル2０ 2０ と第2圧延口一ル2０2 2０2とのそれぞれの下流には、

各圧延口一ルの口一ル間隔や口一ル接近離間速度等を制御する口一ル制御装置2

，2 2が設置されている。2 4と2 5とは張力調整装置である。なお、図に於て、第

圧延口一ル2０ 2０ と第2圧延口一ル2０2 2０2とは、それぞれ上下に並設され

た上下圧延口一ルである。

００83 まず、本発明の平角線の製造方法の概略について説明する。

００84 図26に於て、供給ドラム2 ０から長手方向に渡って同一円形断面の金属線 を繰

り出し、相対的に接近離間制御される第 圧延口一ル2０ 2０の間に供給し圧延

すると、図27の㈲ に示すよぅな厚さ寸法と幅寸法が (長手方向に渡って)大小変ィビ

する中間線材 が形成される。図27 ( ) に於ては、中間線材 の厚さ寸法と幅寸法

が連続的 (直線的) に変ィビしている場合を例示する。

００85 そして、中間線材 を第2圧延口一ル2０2 2０2へと送る。第2圧延口一ル2０2 2０

2は、その口一ル間隔寸法が送り込まれる中間線材 の厚さ寸法に対して大小逆と



なるよぅに相対的に接近離間制御され、このよぅに制御しつつ通過する中間線材 を

圧延して、図27の ( ) に示すよぅな厚さ寸法と幅寸法とが (長手方向に渡って)連続

的に変ィビする平角線 (完成品) Cが形成される。

００86 即ち、第2圧延口一ル2０2 2０2にて、中間線材 をその厚さ寸法が厚い部分ほど

薄くなるよぅに圧延する。そして、図27の㈲ ( ) の如く、平角線Cの厚さ寸法・幅寸法

の大小は、中間線材 の厚さ寸法・幅寸法の大小と逆になるよぅに形成される。

００87 言い換えれば、第 圧延口一ル2０ 2０の口一ル間隔寸法を制御し、平角線Cの

最終厚さ寸法の大小と逆の厚さ寸法に第 圧延口一ル2０ 2０にて中間線材 を

圧延成型する。

００88 図27に示すよぅに、中間線材 は、厚さ寸法が大きく幅寸法が 、さい仮幅狭部

と、厚さ寸法が小さく幅寸法が大きい仮幅広部 とが、交互に形成され、また、平角

線Cは、厚さ寸法が小さく幅寸法が大きい最終幅広部 と、厚さ寸法が大きく幅寸法

が 、さい最終幅狭部S とが、交互に形成されている。そして、仮幅狭部S が最終幅

広部 となり、仮幅広部 が最終幅狭部S となるよぅに(
2

第2圧延口一ル2０2 2０2

にて)圧延される。

００89 また、図28は、金属線 から中間線材 を経て平角線Cへと形成する圧延工程の

流れを断面視にて示した図であり、 a「 、金属線 づ仮幅広部 づ最終幅狭部S

へと変ィビする様子を示し、(b) は金属線 づ仮幅狭部S づ最終幅広部 へと変ィビ

する様子を示す。(a)(b) に於て、( ) は圧延加工前の金属線 の横断面を示し、㈲

は第 圧延口一ル2０ 2０で圧延して成型した中間線材 の横断面、( )は第2圧

延口一ル2０2 2０2で圧延して成型した平角線Cの横断面を示す。

００9０ 次に、本発明の平角線の製造方法、及び、第 圧延口一ル2０ 2０ ・第2圧延口

一ル2０2 2０2の作用について詳しく説明する。

００9 1 第 圧延口一ル2０ 2０はその上口一ル2０ aが所定速度で上昇下降するよぅに

( 口一ル2０ bに対し接近離間するよぅに)口一ル制御装置2 にて制御されており

(図26参照) 、図29に示すよぅに、第 圧延口一ル2０ 2０はその口一ル間隔寸法

X を変ィビさせつつ送り込まれる金属線 を圧延して中間線材 を成型する。中間線

材 は、上下に平坦な口一ル押圧面2０3 2０3が形成され(図28参照) 、図29に於



て、上側の口一ル押圧面2０3は送り方向 (長手方向) に上昇下降を繰り返すよぅに傾

斜して形成され、下側の口一ル押圧面2０3はストレート状となっている。

００92 図3０の a 中間線材 の平面説明図、(b) は正面説明図であり、径寸法 の金

属線 を比較のために二点鎖線で示している。

００93 図3０(a) に於て、中間線材 はその幅寸法が連続的に拡大縮小し、言い換えれ

ば、中間線材 の左右端縁はテ一パー状に接近離間するよぅに対称に配設されて

いる。また、中間線材 に於て、最大の幅寸法W
1０
の仮幅広部 と、最小幅寸法W

の仮幅狭部S とが、交互に配設されている。そして、隣り合ぅ仮幅広部 と仮幅狭部

S との間は、同じ長さ寸法 (トソチ) に形成されている。また、図3０(b) に示すよぅ

に、中間線材 の厚さ寸法は、仮幅広部 で最小の厚さ寸法 になり、仮幅狭部S

で最大の厚さ寸法 となっている。

００94 第 圧延口一ル2０ 2０で圧延され作製された中間線材 は、第2圧延口一ル2

０2 2０2へと送られる。第2圧延口一ル2０2 2０2はその上口一ル2０2aが所定速度

で上昇下降するよぅに ( 口一ル2０2bに対し接近離間するよぅに)口一ル制御装置2

2にて制御されており(図26参照) 、図3 と図32とに示すよぅに、第2圧延口一ル2０

2，2０2はその口一ル間隔寸法X を変ィヒさせつつ送り込まれる中間線材 を圧延し

て平角線Cを形成する。

００95 さらに、第2圧延口一ル2０2 2０2は中間線材 の厚さ寸法に対して口一ル間隔寸

法X が大小逆となるよぅに制御されている。このことを、模式図33で説明する。

００96 図33は金属線 づ中間線材 づ平角線Cの圧延 (変形)の過程を一つにまとめて

描いた図であり、二点鎖線は金属線 の上端縁、一点鎖線は中間線材 の上端縁 (

口一ル押圧面)を示し、実線と斜線にて平角線Cを示す。なお、金属線 と中間線材

のそれぞれの下端縁は、平角線Cの下端縁と重なって示されている。

００97 また、図33に於て、第2圧延口一ル2０2 2０2の口一ル間隔寸法X の時間変ィビを

右から左へ表す。このよぅに、中間線材 の厚さ寸法が (右端から中間へ向かって)

大きくなるにつれて口一ル間隔寸法X を 、さくなるよぅに制御し、中間線材 の厚さ

寸法が (中間から左端へ向かって 心くなるにつれて口一ル間隔寸法X を大きくな

るよぅに制御する。



００98 具体的には、図3 に於て、上下口一ル2０2a 2０2bの各々の外周面の接近する位

置を圧延ポイントPとすると、中間線材 の最小厚さ寸法の仮幅広部 が、圧延ポイ

ノトPに達したときの口一ル間隔寸法X が最大となり、その後、圧延ポイントPを通過

する中間線材 の厚さ寸法が大きくなるにつれて口一ル間隔寸法X が小さくなるよぅ

に制御しつつ圧延する。

００99 そして、図32に示すよぅに、最大厚さ寸法の仮幅狭部 が圧延ポイントPに達した

ときに口一ル間隔寸法X が最小となり、圧延ポイントPを通過する中間線材 の厚さ

寸法が小さくなるにつれて口一ル間隔寸法X が大きくなるよぅに制御しつつ圧延する

。その後、図3 と図32とで説明した圧延を繰り返行ぅ。

０1００ このよぅに、第2圧延口一ル2０2 2０2にて圧延して作製された平角線Cは、図34 (

a ) の平面説明図に示すよぅに、幅寸法が連続的に拡大縮小し、言い換えれば、平角

線Cの左右端縁はテ一パー状に接近離間するよぅに対称に配設されている。この平

角線Cに於て、最小の幅寸法W の最終幅狭部S と、最大の幅寸法W の最終
2 2 2０

幅広

部 とが、交互に配設されている。そして、隣り合ぅ最終幅狭部S と最終幅広部 と
2 2 2

の間は、同じ長さ寸法 (ピ、ソチ) に形成されている。

０1０1 また、図34 (b) に示すよぅに、平角線Cの厚さ寸法は連続状に拡大縮小し、上側の

口一ル押圧面2０3は長手方向に上昇下降を繰り返すよぅに傾斜して形成され、下側

の口一ル押圧面2０3はストレート状となっている。平角線Cの厚さ寸法は、最終幅狭

部S で最大の厚さ寸法 となり、
2０

最終幅広部
2
で最小の厚さ寸法の とな

2 2 ってい
る。

０1０2 なお、図34 (a)(b) に於て、比較のために二点鎖線で径寸法 の金属線 を示して

いる。

０1０3 図35の (a)(b) は中間線材 と平角線Cとのそれぞれの平面説明図と正面説明図と

を重ね合わせた図である。図35 (b) に示すよぅに、中間線材 の仮幅狭部S から平

角線Cの最終幅広部 への圧延加工が最も圧縮量 (圧延倍率) が大きく、これにより

、図35 (a) に示す如く、幅寸法がW からW
2０
へ最も大きく拡大している。また、中間

線材 の仮幅広部 から最終幅狭部S への圧延加工は最も圧縮量 (圧延倍率 が

、さく、幅寸法はW からW 、へと拡大量が小刮 。
０ 2



０1０4 また、中間線材 を第2圧延口一ル2０2 2０2にて圧延する際、長手方向にも伸び

るので、図35 (a) に示すよぅに、作製された平角線Cの長さ寸法 は中間線材 の

長さ寸法 より長くなっている。なお、図33は模式図のため中間線材 と平角線Cと

を同じ長さ寸法 (同じピ、ソチ)で図示している。また、中間線材 及び平角線Cの長さ

寸法 ， は、実際はそれぞれの幅寸法・厚さ寸法に対して非常に大きい(長い)寸

法となっているが、図27、図29～図35ではわかり易くするため実際の寸法とは異な

る寸法で描いている。

０1０5 このよぅに、製造された平角線Cは、その長手方向に渡って断面積が略同一となっ
ている。この原理を以下説明する。

０1０6 上記表 と表2で説明したよぅに、圧延倍率 (圧縮量) が大きいほど圧延後の金属線

の断面積が小さくなる (減少するにとが一般的に知られており、本発明はこの原理を

応用している。

０1０7 図28 (a)(b)の ( )から㈲への圧縮で示すよぅに、径寸法 の金属線 が、厚さ寸法

の仮幅広部 と、厚さ寸法 の仮幅狭部S とに圧縮 (圧延) されている。図から

わかるよぅに、厚さ寸法 の方が厚さ寸法 より刀心く、言い換えれば、。 金属線 か

らの圧縮量 (圧延倍率) は、仮幅広部 の方が仮幅狭部S より大きいので、仮幅広

部 の断面積Z は、仮幅狭部S の断面積Z よりも減少し 心くなる。

０1０8 そして、図28 (a)(b)の㈲から( ) への圧縮では、厚さ寸法 から への圧縮量は

、厚さ寸法 から への圧縮量より大きい。つまり、
2

㈲の状態でZ くZ の関係に

あった断面積が、( )の状態へと圧縮されるときに、断面積Z の方がZ より減少する。
ので、最終幅狭部S の断面積Z と最終幅広部 の断面積Z とを同じ(略同一) とな

2 2０ 2 2

るよぅに調整することができる。

０1０9 また、(a)(b)の ( ) での平角線Cの最終厚さ寸法 と とを比較すると、金属線
2０ 2

からの累積圧縮量が異なるにもかかわらず、断面積Z とZ とが略同一とすることが
2０ 2

で

きるのは、( )から㈲へ圧縮する際の断面積減少率 (単位圧縮量当たりの断面積減

少量)より、㈲から( )へ圧縮する際の断面積減少率 (単位圧縮量当たりの断面積減

少量)の方が 、さいからである。

０11０ 図33に於て (a)(b)のそれぞれの縦方向の ( )づ㈲づ( )の変化は、図28の (a)(b



) の ( )づ㈲づ( )の変ィビと対応して示したものであり、図3 3 に示すよぅに、(b)の㈲

への圧縮が最も大きく変ィビしている。(b)場合の ( ) ( )までの圧縮による断

面積の減少には、この ( ) ( )への圧縮が大きく影響する。そして、本発明では、(

)づ㈲へ圧縮する際の断面積減少率より、( ) へ圧縮する際の断面積減少率の

方が小さくなることで、(b)の場合に大きく圧縮されても断面積の減少を抑えて、結果

として (a) の( )の状態と断面積を略同一となるよぅにしている。言い換えれば、大きく

圧延する部分を第2圧延口一ル2０2 2０2にて圧延することで、断面積の減少を抑え

平角線Cの断面積を長手方向に渡って略同一となるよぅにしている。

０111 このよぅに断面積の減少率が ( )づ㈲ と( ) とで異なる理由について説明す

る。

０112 図28に於て、( )づ㈲へ圧縮する場合、円形断面の金属線 に平坦な口一ル押

圧面2０3を形成しつつ第 圧延口一ル2０ 2０間を通過させるので (図29参照) 、

通過の際の抵抗が大きい。これに対し、( ) へ圧縮する場合は、既に中間線材

に口一ル押圧面2０3が形成されているため、中間線材 が第2圧延口一ル2０2，2

０2間を通過する際の抵抗が小さく(図3 、図3 2参照) 、第 圧延口一ル2０ 2０は
り通過し易い。

０113 即ち、金属線 は第 圧延口一ル2０ 2０間を越えにくく(通過しにくく) 、通過時

の断面積の減少量が大きくなる。これに対し、中間線材 は第2圧延口一ル2０2 2０

2間をスムーズに越え易く、通過時の断面積の減少量が小 、刮 。

０114 このよぅに、第2圧延口一ル2０2 2０2の金属線 (中間線材 )の圧延時の断面積

減少率 (単位圧縮量当たりの断面積減少量) が、第 圧延口一ル2０ 2０の金属線

(金属線 )の圧延時の断面積減少率 (単位圧縮量当たりの断面積減少量) より、小

さくなる。

０115 さらに、一般に、ロール径が大きいほど、金属線との口一ルの接触面がなだらかに

なり、金属線は通過し易くなる。そして、本発明では、図26に示すよぅに、第2圧延口

一ル2０2 2０2の口一ル径 を第 圧延口一ル2０ 2０の口一ル径 より大径に

することで、第2圧延口一ル2０2 2０2の方が通過し易く、即ち、圧延時の金属線 (中

間線材) の断面積減少率が (第 圧延口一ル2０ 2０より)小さくなる。



０116 また、ロール圧延時の金属線断面積減少率は、ロールと金属線との間に生じる摩

擦力や、金属線に付与する張力等によっても異なり、これらを調整することによって、

第 圧延口一ル2０ 2０ と第2圧延口一ル2０2 2０2との金属線断面積減少率を調

整してもよい。

０117 ところで、図4０に示した他の実施の形態のよぅに、最終製品としての平角線Cに、(

同一断面形状が短い所定長さに渡って形成された) 渡り部25０を設けるも望ましく、

そのために、(必要に応じて) 中間線材 にも渡り(予定) 部252 を形成する。この渡り

部25０とは、完成製品には使用しないが、製造上必要な部分を指し、例えば、長尺

の線状部材 (平角線) を巻くときの掴持代 (つかみ代 ) としたり、長さ調整のための余

備代等に利用される。さらに説明すれば、所定長さに切断して完成製品として使用

する場合、その所定長さの何倍も長尺の平角線Cを製造し、その後、上記所定長さご

とに切断する際、上記渡り部25０にて切断して、寸法調整したり、あるいは、工具 (治

具) のつかみ代として活用可能である

０118 この図4０は、既述した図27の変形例と言ぅこともできる。即ち最終幅狭部 、及び

又は、最終幅広部 に、幅寸法と厚さ寸法の変ィビしない領域を形成して、上記渡

り部2 5０とする。そのとき、中間線材 に於ては、図4０( ) では、渡り予定部252 を予

め形成した場合を示すが、所望により、この渡り予定部252 を予め形成した場合を示

すが、所望により、この渡り予定部252 を省略することも可能な場合ある。

０119 図36と図3 7とで示すのは、本発明の製造方法で製造した平角線の厚さ寸法・幅寸

法・断面積の値を長手方向に渡って示したグラフ図であり、図36と図3 7とは共に平

角線の長さ寸法を横軸として対応して示されている。

０12０ 図36 に於て、実線で示すのは幅寸法、二点鎖線で示すのは厚さ寸法であり、幅寸

法と厚さ寸法はそれぞれ互い違いに拡大縮小を繰り返して表示され、図36 には、図

4０の渡り部25０に対応して、厚さ寸法・幅寸法が一定の部位が山頂フラット部・谷底

フラット部として、示されている。

０121 このよぅに、幅寸法と厚さ寸法とが長手方向に変化する平角線であるが、図3 7に示

すよぅに、その断面積は3 近傍の値を示し、長手方向に渡って略同一となってい



ることがわかる。

０122 また、下記の表3と表4とに示すのは、本発明の製造方法で製造した別の2種類の

平角線の圧延倍率に対する断面積のデータである。なお、表3と表4とに於て括弧内

のパーセント値は平角線の所定断面積に対する各断面積の比率であり、圧延倍率

は、作製した平角線の 幅寸法十厚さ寸法 で計算した値である。

０123 表

０124 表4

０125 表3は、断面積同一の丸線を平角線に圧延加工した場合のデータである。圧延倍

率が 9 2
・28倍、 2・7倍、 6・6倍の部分に於て、それぞれの断面積が2・０2 2

、2・０36 2、2・０2g 2 となり、どれも所定断面積2 とほぼ同じ値となった。



０126 また、表4では、同様に丸線を平角線に圧延加工した場合のデータであり。圧延倍

率が 5・5倍、7・5倍、 ０・8倍の部分に於て、それぞれの断面積が3・０ 6 、3

０3 2、3・０26 2となり、どれも所定断面積3 2とほぼ同じ値となった。

０127 上記表 と表2に示した従来の平角線の製造方法では、圧延倍率が高くなると所定

の断面積に対し約 ０ 減少していたが、本発明の平角線の製造方法では、圧延倍

率が高い部分でも所定の断面積に対し約 の微小な差に抑えることができた。

０128 ところで、上述の実施の形態 (図28等参照) に於ては、金属線 は、断面円形の場

合について説明したが、本発明に係る製造方法では、この断面円形以外に、断面矩

形 (正方形を含む)や、その他異形断面の金属線 とするも、上述の実施の形態と同

様の作用効果が得られ、図26～図3 7にて説明したと同様の構成である。

０129 また、図46 (a) に於て、図4０( ) にて説明した平角線Cの正面図 (縦断面図) を示

し、(同一厚さ寸法の) 渡り部25０を有すると共に、ストレート状に連続的に厚さ寸法

が大小変ィビしている。下面2 7が平坦面であると共に、上面2 8が勾配部2 9と水

平部22０とを有するにの水平部22０が渡り部25０を形成する。)

次に、図46 (b) に示す正面図に於ては、上面2 8と下面2 7が上下対称形に、水

平部22０ 22０及び勾配部2 9 2 9を有するよぅに、ストレート状に連続的に、厚さ

寸法が大小変ィビさせることも、既述の製造方法にて、製造可能であり、このよぅにする

ことも好ましことを示している。

０13０ また、図46 (c ) に於ては、下面2 7は平坦面であると共に、上面2 8が段階的に変

ィビしており、既述の製造方法に於て、第 第2圧延口一ル (2０ ) (2０ ) (2０2) (2０

2)を、相対的に、かつ、段階的に接近離間させるよぅに制御して、最終厚さ寸法を段

階的に大小変ィビさせて製造することが可能である。なお、図46 (c )では最小厚さ寸

法の一部長さのみを、渡り部25０とした場合を例示している。

０131 次に、図46 (d) に於ては、上面2 8と下面2 7とを、上下対称形に、段階的に変ィビ

させて、既述の製造方法に於て、第 第2圧延口一ル (2０ ) (2０ ) (2０2) (2０2)

を、相対的に、かつ、段階的に、接近離間制御して、最終厚さ寸法を、図の如く、大

小変化した平角線を製造することが可能である。なお、図46 (d では、最小厚さ寸法

の一部長さのみを、渡り部25０とした場合を例示した。



０132 さらに、図4 7 (a) 又は (b) に示すよぅに、平角線 (C)の厚さ寸法を長手方向に変ィビ

させるも、自由である。即ち、図4 7 (a) に示すよぅに、下面2 7は平坦面であると共に

、上面2 8が非ストレート状に連続的に増減 (大小) 変ィビしている。つまり、上面2 8

が、凹曲線状 (実線)又は凸曲線状 (2点鎖線) として、勾配部2 9 が改正されてい
る。なお、水平部22０も付加形成され、この水平部22０の一部乃至全部を、渡り部25

としてもよい。他方、図4 7 (b) に於ては、上面2 8と下面2 7とが上下対称形として

、各々が、非ストレート状に連続的に増減 (大小) 変ィビしている。つまり、上面2 8及

び下面2 7が、実線にて示した凹曲線状、又は、2点鎖線にて示した凸曲線状として

、勾配部2 g が上下対称形に形成されている。そして、水平部22０も付加形成され

ており、所望により、この水平部22０の一部乃至全部を、渡り部25０としてもよい。

０133 既述の製造方法に於て、第 第2圧延口一ル (2０ ) (2０ ) (2０2) (2０2)を、相

対的に、かつ、段階的に、接近離間制御して、最終厚さ寸法を、図4 7 (a) や図4 7 (b

) のよぅに、製造することも可能であることを、示す。

０134 次に、図48 (a) 又は (b) に示すよぅな最終厚さ寸法を大小変ィビさせるも、望ま 亡
とがある。つまり、図4 8 (a) は、上述の図46 (a) と(c) とを合わせた構成であって、最

終厚さ寸法を、段階的かつ漸増・漸減するよぅに、大小変ィビさせている。なお、図4 8 (

a ) では、下面2 7は平坦面であり、上面2 8が段差22 のある段階的変ィヒ、及び、

各ステップ面が勾配部2 g とした、図4 6 (a) と(c) との合体変ィビを示す。

０135 また、図48 (b) は、上述の図46 (b) と(d) とを合わせた構成であり、最終厚さ寸法を

、段階的かつ漸増・漸減するよぅに、長手方向大小変ィビさせている。なお、図48 (b)

では、上面2 8と下面2 7とは上下対称形に変ィビしており、各々は、段差22 のある

段階的変ィヒ、及び、各ステップ面が勾配部2 g とした、図46 (b) と(d) との合体変

ィビを示す。

０136 この図48 a)(b) のよぅな最終厚さ寸法となるよぅに、既述の製造方法に於て、第

第2圧延口一ル (2０ ) (2０ ) (2０2) (2０2)を、相対的に、かつ、段階的に、接近離

間制御して、製造できる。

０137 ところで、図46～図48に於て、対応する平面図に関しては、図示省略したが、既述

の図27～図3 5の如く、厚さ寸法の大きいところは幅寸法が小さく、かつ、厚さ寸法の



小 、刮 ところは幅寸法が大きく、略同一の断面積となる。即ち、平角線Cの最終厚さ

寸法と最終幅寸法の積が一定であるよぅに圧延にて形成する。

０138 また、本発明の製造方法は設計変更 自由であり、図26に於て、成型した平角線C

を巻取ドラム2 3にて巻き取らずに、そのまま下流側に設けられた(図示省略の)電

着バス、乾燥装置、焼付け炉とに順次連続して搬送し、平角線Cの外周面に絶縁材

料を均一に付着 (電着)するよぅにしてもよい。

０139 なお、第 圧延口一ル2０ 2０ と第2圧延口一ル2０2 2０2とを、それぞれ左右一

対の圧延口一ルとしてもよく、また、それぞれの一対圧延口一ルを両方とも動かして接

近離間するよぅに制御しても構わない。

０14０ また、圧延口一ルを一対だけ配置し、その圧延口一ルで中間線材 を製造した後、

一且巻き取り、その後、同じ圧延口一ルに中間線材 を送り平角線Cを製造してもよ

い。即ち、この場合は、 台 (一対) の圧延口一ルが、第 圧延口一ル2０ 2０ と第2

圧延口一ル2０2 2０2との役割を兼ねている。

０14 1 また、圧延口一ルは3台以上設置しても自由である。この場合は、最下流の圧延口

一ルが上記第2圧延口一ル2０2 2０2の役割を果たし、その一つ上流側の圧延口一

ルが上記第 圧延口一ル2０ 2０の役割を果たす。そして、各圧延口一ルの口一ル

径を下流に向かって大きくなるよぅに設定してもよい。

０142 なお、図34のよぅに製造された平角線 、 ピ、ソチ 長さ寸法 にとに切断してス

テータコアに巻設してもよく、また、巻設の仕方によって2トソチごと、3トソチごと等に

切断箇所を適宜変えて使用しても自由である。なお、図34では渡り部が省略されて

いることは既に述べたが、図4０( ) 、及び、図46～図48のよぅに、渡り部25０を設け

ておけば、切断する際の長さ調整が容易である。

０143 次に、図4 (a) と図42と図43とは、他の実施の形態を示す。即ち、中間線材 とし

て断面積 が長手方向に大小変ィビするものとして、例えば、図42 ( ) のよぅに、断面

円形で連続的に大小大小…と繰り返変ィビするものを、製造する。これを第 工程と呼

べば、図4 (a) では、この第 工程にて得た中間線材 を、一且口一ル状伸一ル体

222) に巻き取る。その後、ロール状伸一ル体222) の中間線材 を繰り出して、圧

延口一ル2０2 2０2によって圧延する第2工程によって、平角線Cを製造する。



０144 上記第 工程について説明すると、図43 ( ) に示す大径 (大断面積) の円形素材2

23を、ロールフオーミングによって (後述の図4 (b)の口一ルフオーミング手段224 参

照) 、又は、機械的切削 (研削) によって、図42 ( ) に示すよぅに、断面積が大小大小
…と変ィビする中間線材 を、製造する。

０145 次に、第2工程について説明する。図4 に於て、225 は、このよぅな中間線材 を

ロール状伸一ル体222) に巻設した供給ドラムを示し、同図の右端には製造した平

角線Cを巻き取る巻取ドラムであり、矢印 方向に中間線材 は送られる。圧延口一

ル2０2 2０2は、既述の実施の形態 (図26) の第2圧延口一ルと同様の構成であって

、同様の作動を行ぅ。つまり、この圧延口一ル2０2 2０2は相対的に接近離間制御さ

れ、かつ、ロール制御装置2 2が付設され、圧延口一ル2０2 2０2の間隔や口一ル

接近離間速度等の制御を行ぅ。この圧延口一ル2０2 2０2は、その口一ル間隔寸法

が、送り込まれる中間線材 の断面積Zの大小と、大小逆となるよぅに制御される。

０146 つまり、中間線材 を圧延口一ル2０2 2０2に送り込んで、断面積Z の大きい部

位226 を、平角線Cの最終厚さ寸法 の 、さい部位23 に、かつ、中間線材 の断

面積Z の 、さい部位227 を平角線Cの最終厚さ寸法
2０
の大きい部位23０に、各々

対応するよぅに、圧延口一ル2０2 2０2を接近離間制御しつつ、圧延して、巻取ドラム

2 3に巻き取る。

０147 図4 (a) では、一且、中間線材 をドラム225 に巻き取って、その後、繰り出すので

、第 工程と第2工程とは、非連続的に行っていると言る。

０148 これに対して、図4 (b)では、中間線材 として断面積Zが長手方向に大小変ィビ

するものを製造する第 工程26 と、圧延口一ル2０2 2０2によって圧延する第2

程262 とを、連続的に行ぅ実施の形態を示す。即ち、図4 (b) に於て、図43に示した

(円形) 素材223 を巻設したドラム225 から、素材223 を繰り出して、その断面に於

て異なるラジアル方向から、フオーミングローラ232 232 233 233にて縮径加工

を 、竹 、しかも、図42 ( ) に例示の如く、断面積 が大小大小…と変ィビするよぅに、塑

性加工率 (度合) を変ィビさせつつ送って、引き続いて圧延口一ル2０2 2０2にて (既

述の方法にて) 平角線Cを連続工程で製造する。

０149 次に、図49と図5０とは、さらに他の実施の形態を示す。即ち、中間線材 として断



面積 が長手方向に大小変ィビするものとして、図49 ( ) のよぅに、機械的切削 (研削)

によって、例えば、断面形状を円形から一弦を切削 (研削) 除去して形成した形状と

して、連続的に大小大小…と繰り返変ィビするものを、製造する。これを第 工程と呼

べば、その後、図4 (a) に示したよぅに、この第 工程にて得た中間線材 を、一且

口一ル状 (口一ル体222) に巻き取る。その後、ロール状 (口一ル体222) の中間線材

を繰り出して、圧延口一ル2０2 2０2によって圧延する第2工程によって、平角線C

を製造する。

０15０ 上記第 工程について説明すると、図5０( ) に示す円形素材223 を、機械的切

削 (研削) によって、図49 ( ) に示すよぅに、断面積が大小大小…と変ィビする中間線

材 を、製造する。その後は、図4 (a) にて示した第2工程に於て、このよぅな中間線

材 をロール状 (口一ル体222) に巻いた供給ドラムから繰り出して、記述の製法と同

様にして、図5０㈲から( ) に示す如く、圧延口一ル2０2 2０2によって、送り込まれる

中間線材 の断面積Zの大小と、大小逆となるよぅに制御しつつ圧延して、巻取ドラ

ム2 3に巻き取られる。

０151 図4 (a) では、第 工程と第2工程とは、非連続的に行っている。

０152 なお、図4 (b) に於て、ロールフオーミング手段224 の部位に、連続的に機械加工

(切削や研削) にて、図5０( )から㈲への横断面を長手方向に変ィビさせる機械加工

装置を、放置するのも望ま 、。そぅすれば、中間線材 として断面積Zが、長手方

向に大小変ィビするものを製造する第 工程26 と、図5０( ) から( ) のよぅに、圧延口

一ル2０2 2０2によって圧延する第2工程262 とを、連続的に行い得る。

０153 要するに、図4 ～図43、又は、図3 と図49，図5０に示した本発明の製法の実施

の形態では、中間線材 として断面積Zが長手方向に大小変ィビするものを製造し、

次に、該中間線材 を圧延口一ル2０2 2０2に送り込んで、上記断面積Z の大きい
部位226 を平角線Cの最終厚さ寸法 2の 、さい部位23 に、かつ、上記断面積

の 、さい部位227 を平角線Cの最終厚さ寸法 の大きい部位23０に、各々対応す

るよぅに、上記圧延口一ル2０2 2０2を接近離間制御しつつ圧延する方法であるが、

既述の図26～図28の実施の形態の製法も、(言い方を換えれば、) 同様の構成であ

る。従って、図26～図28の場合に、図3 ～図33等にて説明した原理によって、最



終製品 (平角線C)の断面積は略同一となる。

０154 なお、図4 2 ( ) ，図4 9 ( ) に於て、渡り部25０を形成した場合を示している。

０155 次に、図44と図4 5とは、別の実施の形態を示し、図4 2と図4 3とに各々対応する図

面である。即ち、図44 ㈲ と図4 5 ( ) ( ) に示すよぅに、断面矩形 (正方形を含む) の

素材223 から、断面積 が長手方向に大小変ィビする断面矩形 (正方形を含む) の中

間線材 を製造する第 工程と、その後、この中間線材 から平角線Cを製造する

第2工程とから、構成され、横断面形状が相違する以外は、図4 及び図4 2と図4 3と

同様の構成であるので、詳細説明を省略する。なお、図44と図4 5とは、図4 2と図4 3

と同様の構成であるので、詳細説明を省略する。なお、図44と図4 5と、図4 2と図4 3

とにおいて、同一符号は同様の構成である。(なお、図44 ( ) に於て、渡り予定部25

2を形成している場合を例示した。)

なお、図4 2 ( )又は図44 ( ) 若しくは図4 9 ( ) に於て、平角線Cの厚さを示す形状

(正面視形状) は、図46 (a) 又は (b)のよぅにストレート状に漸増・漸減する勾配部2

9を有する形状を、例示した。しかしながら、図4 ～図4 5、又は、図4 9 5０に示した

製造方法にあっても、製造される平角線Cの正面視形状は、図46 c)(d) 、図4 7 a)(

b) 及び図48 a (b) のよぅに、種々設計変更 自由であり、その場合、図4 2 ( ) や図44

㈲や図4 9 ( ) に示したよぅに、中間線材 がストレートテーパ型に変ィビする以外に、

(段差をもって) 段階的に変ィビしたり、凹曲面状や凸曲面状に変ィヒしたり、さらには、

段階的変ィビとテ一パー型変ィビとを結合した変ィビを呈する形状とする。

０156 なお、上述の第 工程にて、素材223 から中間線材 を製造するために、ロールフ

オーミング又は機械的切削 (研削) の方法については既に説明したが、これ以外の方

法を用いるも自由である。例えば、引抜き速度を変ィヒさせる引抜き加工、又は、スウェ
ージングマシンによる方法やプレスによる塑性加工等がある。なお、前述した第 圧

延口一ル2０，第2圧延口一ル2０2については、サイズにもよるが、駆動式でも、非駆

動式でも、選択 自由である。

０157 上述の如く、本発明の平角線の製造方法は、中間線材 として断面積Zが長手方

向に大小変ィビするものを製造し、次に、該中間線材 を圧延口一ル2０2 2０2に送り

込んで、上記断面積Z の大きい部位226 を平角線Cの最終厚さ寸法 、の小刮 部
０ 2



位23 に、かつ、上記断面積Z の 、さい部位227 を平角線Cの最終厚さ寸法 の
2０

大きい部位23０に、各々対応するよぅに、上記圧延口一ル2０2 2０2を接近離間制

御しつつ圧延する方法であるので、ロールフオーミングや機械的切削 (研削)等にて

中間線材 を容易に製造できて、平角線Cとして、厚さ寸法及び幅寸法を所望のも

のとして容易に得られる。しかも、平角線の断面積が長手方向に渡って均等としやす

い。従って、平角線全長の電気抵抗を均一ィビして、マグネットワイヤ等に好適な高性

能なものが得られる。

０158 また、中間線材 として断面積Zが長手方向に大小変ィビするものを製造する第 工

程26 と、上記圧延口一ル2０2 2０2によって圧延する第2工程262 とを、連続的に

行ぅことによって、高能率で連続して平角線Cが製造でき、中間線材 の在庫スペー

スを必要としない。

０159 また、中間線材 として断面積Zが長手方向に大小変ィビするものを製造する第 工

程26 と、上記圧延口一ル2０2 2０2によって圧延する第2工程262 とを、非連続的

に行ぅよぅに、上記中間線材 を一且巻き取って、その後、繰り出して、上記第2工程

262 に移る方法であれば、中間線材 を製造する第 工程用の製造設備と、その後

の平角線Cを製造する第2工程用の製造設備とを、各々、最適なものとすることがで

き、かつ、各々の生産能力を最適ィビして、全体としての生産能率アップを図り得る。

０16０ また、本発明の平角線の製造方法は、横断面円形の金属線 を相対的に接近離

間制御される第 圧延口一ル2０ 2０及び第2圧延口一ル2０2 2０2に順次送り込

んで最終厚さ寸法と最終幅寸法が連続的に変ィビする平角線を製造する平角線の製

造方法に於て、最終厚さ寸法の大小と逆の厚さ寸法に、上記接近離間制御しつつ
第 圧延口一ル2０ 2０にて中間線材 を圧延するので、幅寸法と厚さ寸法が変

ィビし、かつ、断面積が長手方向に渡って略同一となる平角線を製造することができる

０161 即ち、第 圧延口一ル2０ 2０では、円形断面の金属線 を圧延して平坦面を形

成し中間線材 を製造するので、金属線 は第 圧延口一ル2０ 2０間を越えにく

く(通過しにくく 、通過時の断面積の減少量が大きくなる。これに対し、第2圧延口一

ル2０2 2０2では、既に平坦面が形成された中間線材 を圧延して平角線を製造す



るので、中間線材 は第2圧延口一ル2０2 2０2間をスムーズに越え易く、通過時の

断面積の減少量が小 、刮 。このよぅに、大きく圧延する部分を第2圧延口一ル2０2，2

０2にて圧延することで、断面積の減少を抑え長手方向に渡って略同一断面の平角

線を製造することができる。

０162 従来の製造方法では、平角線の断面積が均一でないため、全体の通電能力は最

小断面積の部分の通電能力に限られてしまぅといった欠点があったが、本発明の製

造方法により、平角線全長の電気抵抗を均一にすることができ、高性能の平角線 (マ

グネットワイヤ) を連続して製造することができる。

０163 また、既存の設備の簡単な改造をするだけで、本発明の方法にて平角線を製造す

ることができ、安価に製造することが可能となる。

０164 また、横断面円形の金属線 を相対的に接近離間制御される第 圧延口一ル2０

2０間へ送って、厚さ寸法と幅寸法が連続的に変ィビする中間線材 を形成し、そ

の後、第2圧延口一ル2０2 2０2間へ中間線材 の厚さ寸法に対して口一ル間隔寸

法X が大小逆となるよぅに相対的に接近離間制御しつつ中間線材 を送り込み、最

終厚さ寸法と最終幅寸法が連続的に変ィビする平角線を製造するので、幅寸法と厚さ

寸法が変ィビし、かつ、断面積が長手方向に渡って略同一となる平角線を製造するこ

とができる。

０165 即ち、第 圧延口一ル2０ 2０では、円形断面の金属線 を圧延して平坦面を形

成し中間線材 を製造するので、金属線 は第 圧延口一ル2０ 2０間を越えにく

く (通過しにくく) 、通過時の断面積の減少量が大きくなる。これに対し、第2圧延口一

ル2０2 2０2では、既に平坦面が形成された中間線材 を圧延して平角線を製造す

るので、中間線材 は第2圧延口一ル2０2 2０2間をスムーズに越え易く、通過時の

断面積の減少量が小 、刮 。このよぅに、大きく圧延する部分を第2圧延口一ル2０2，2

０2にて圧延することで、断面積の減少を抑え長手方向に渡って略同一断面の平角

線を製造することができる。

０166 従来の製造方法では、平角線の断面積が均一でないため、全体の通電能力は最

小断面積の部分の通電能力に限られてしまぅとレ㌧た欠点があったが、本発明の製

造方法により、平角線全長の電気抵抗を均一にすることができ、高性能の平角線 (マ



グネットワイヤ) を連続して製造することができる。

０167 また、既存の設備の簡単な改造をするだけで、本発明の方法にて平角線を製造す

ることができ、安価に製造することが可能となる。

０168 また、第2圧延口一ル2０2 2０2の口一ル径 を第 圧延口一ル2０ 2０の口一

ル径 よりも大径にしたので、第2圧延口一ル2０2 2０2の金属線 (中間線材 )の

圧延時の断面積減少率を、第 圧延口一ル2０ 2０の金属線 の圧延時の断面積

減少率より、り心くすることができる。

０169 即ち、ロール径が大きいほど、金属線との口一ルの接触面がなだらかになり、金属

線は通過し易くなるので、大径の第2圧延口一ル2０2 2０2の方が小径の第 圧延口

一ル2０ 2０より、金属線 (中間線材 ) が通過し易く、通過時 (圧延時) の断面積

の減少を抑えることができる。

０17０ 次に、平角線の製造方法に係るその他の実施形態について説明する。

０171 図5 は、本発明の平角線の製造方法を説明する全体説明図であり、図5 2はその

要部説明図であって、左端の3 ０は、銅製等の横断面円形の母材としての金属線

を巻設した供給ドラム、右端の3 3は製造した平角線 (製品) Cを巻き取る巻取ドラム

であり、同図の左から右へ金属線 ・平角線Cが送られる。供給ドラム3 ０と巻取ドラ

ム3 3との途中には、第 圧延口一ル ， と第2圧延口一ル ， が上流から下流へ

順次設置されている。第 圧延口一ル ， 及び第2圧延口一ル ， は、どちらも相

対的に接近離間制御され、矢印 a b は、各々、第 圧延口一ル ， ，第2圧延

口一ル ， の間隔変動速度であって、本実施の形態では、上下一対の第 圧延口一

ル ， ・第2圧延口一ル ， の上口一ル3０ 3０2のみが上昇下降する構成であり

、前記矢印 a b は、第 第2圧延口一ル ， の (ｱ口一ル3０ 3０2の)移動速

度と呼ぶ場合もある。3 4は張力調整装置である。

０172 図5 に於て、供給ドラム3 ０から長手方向に渡って同一円形断面の金属線 (母材

) を繰り出し、相対的に接近離間制御される第 圧延口一ル ， の間に供給し圧

延すると、図5 3の㈲ に示すよぅな厚さ寸法と幅寸法が (長手方向に渡って)周期的

かつ連続的に大小変化する中間線材 が形成される。図5 2と図5 3とに於て、所定

ピッチ にて中間線材 の厚さ寸法 が、小づ大、及び、大づ小へ、変ィビしているこ



とを示している。

０173 次に、引き続いて、この中間線材 を第2圧延口一ル ， へと送り込む。第2圧延

口一ル ， は、その口一ル間隔寸法が送り込まれてくる中間線材 の厚さ寸法 に

対して大小逆となるよぅに相対的に接近離間制御される。つまり、中間線材 の厚さ

寸法 の増加・減少に各々対応して第2圧延口一ル ， の間隔寸法が逆に減少・増

加するよぅに制御する。このよぅに、第2圧延口一ル ， によって中間線材 を圧延し

て、図5 3 ( ) に示すよぅに最終厚さ寸法と最終幅寸法とが (長手方向に渡って) 周期

的に、かつ、連続的に変化する平角線Cを製造する。

０174 言い換えれば、図5 3 ( ( ) に示す如く、第2圧延口一ル ， にて、中間線材 を

その厚さ寸法 が厚い部分ほど薄くなるよぅに圧延する。さらに言えば、第 圧延口一

ル ， の間隔寸法に於ては、平角線Cの最終厚さ寸法の大小とは逆の厚さ寸法

に、圧延成形する。

０175 図5 3 に示すよぅに、中間線材 は、厚さ寸法 が大きく幅寸法が 、さい仮幅狭部

と、厚さ寸法 が小さく幅寸法が大きい仮幅広部W とが、交互に周期的に所定ピッ

チ で形成され、また、平角線 、厚さ寸法が小さく幅寸法が大きい最終幅広部W

と、厚さ寸法が大きく幅寸法が 、さい最終幅狭部 とが、交互に周期的に所定ピッ

チ で形成される。

０176 なお、図5 2 に示すよぅに、第2圧延口一ル ， の通過後の平角線Cの前記所定ピ

、ソチ は、通過前の (中間線材 の) 前記所定トソチ よりも ( 分に) 大きくなるが、

図5 3 (及び後述する図56) に於いては、幅狭部と幅広部との対応関係説明のため、

両ピッチ ， を同等寸法に (仮に)描いている。

０177 図54 は、金属線 から中間線材 を経て平角線Cへと形成する圧延工程の流れを

順次断面をもって示した図であり、 a 、金属線 づ仮幅広部W づ最終幅狭部

へと変ィビする様子を示し、(b) は、金属線 づ仮幅狭部 づ最終幅広部W へと変

ィビする様子を示す。この図54 (a) (b) に於て、( ) は圧延加工前の金属線 の横断

面を示し、㈲ は第 圧延口一ル ， で圧延して形成した中間線材 の横断面、( )

は第2圧延口一ル ， で圧延して形成した平角線Cの横断面を、示す。

０178 そして、図5 と図5 2 とに示すよぅに、厚さ測定器S ，S ，S ，S 及び速度
2 3 3

測定器



S ，S が配設される。それらの配設の位置及び作用については、後述する。

０179 図5 5に於て、金属線 づ中間線材 づ平角線Cの圧延 (変形) の過程を一つにま

とめて描いた図であり、二点鎖線は金属線 の上端縁、一点鎖線は中間線材 の上

端縁 (ｱ口一ル3０2の押圧面) を示し、実線と斜線にて平角線Cを示す。なお、金属

線 と中間線材 のそれぞれの下端縁は、平角線Cの下端縁と重なって示されてい
る。

０18０ また、図5 5に於て、第2圧延口一ル ， の口一ル間隔寸法X の時間変化を右から

左へ表す。このよぅに、中間線材 の厚さ寸法が (右端から中間へ向かって) 大きくな

るにつれて口一ル間隔寸法X を小さくなるよぅに制御し、中間線材 の厚さ寸法が (

中間から左端へ向かって) 、さくなるにつれて口一ル間隔寸法X を大きくなるよぅに

制御する。

０181 次に、図5 6は (図5 3の実施の形態に代わる)他の実施の形態を示し、最終製品と

しての平角線Cに、短い長さに渡って同一断面形状に形成した 渡り部3 5０を設け

ている。また、(必要に応じて) 中間線材 にも渡り(予定) 部352 を形成する。このと

きの、中間線材 のピ、ソチ 、及び、平角線Cのピ、ソチ は、図5 3と比較して、渡り

部352 35０の長さ寸法分だけ大きい。この渡り部3 5０とは、完成製品には使用しな

いが、製造上必要な部分を指し、例えば、長尺の線状部材 (平角線) を巻くときの掴

持代 (つかみ代 ) としたり、長さ調整のための余備代等に利用される。さらに説明すれ

ば、所定長さに切断して完成製品として使用する場合、その所定長さの何倍も長尺

の平角線Cを製造し、その後、上記所定長さごとに切断する際、上記渡り部3 5０にて

切断して、寸法調整したり、あるいは、工具 (治具) のつかみ代として活用可能である

０182 次に、図5 7と図5 8とは、主として第 圧延口一ル の制御に関するフローチヤート

図であり、図5 7 中のG G2は、図5 8 中のG G2に各々接続している。また、図5 9

と図6０とは、主として第2圧延口一ル の制御に関するフローチヤート図であり、図5 9

中のG3 G4は、図6０中のG3 G4に各々接続している。なお、第 厚さ測定器S に

於ける測定値をS と表示し、また、第3厚さ測定器S に於ける測定値をS と表示する
3 3

場合が、図5 8と図6０との図面中、及び、以下の説明に於て、ありえる。また、図6 は



、図5 及び図52中の第 圧延口一ル の移動速度 a の制御を示すフローチヤート

図であり、図62は、図5 及び図52中の第2圧延口一ル の移動速度 b の制御を示

すフローチヤート図である。

本発明は、長さ方向に寸法が連続的に変ィビする平角線Cを、横断面積を均一化す

るよぅに制御する点に特徴を有し、以下、この制御方法について、図57～図62のフ

ローチヤート図、及び、図5 と図52等に基づいて、説明する。

第 圧延口一ル の制御に於て、中間線材 の厚さ寸法 の上限値の入力及び下

限値、及び、タイマーの入力を行列図57の設定のステッ 32 参照)。つまり、第

圧延口一ル では予め設定した値 (近接)と、 2 (離間)とを周期的に動作するよぅ

に制御する。この制御の仕方は、タイマー、上口一ル3０の位置、中間線材 の厚さ

測定器 による測定データ入力322 (ステッ 323) 等で第 圧延口一ル ， の口一

ル間隔を近接・離間させることで行ぅ。これによって、中間線材 の厚さ寸法 は、大

(厚)づ
、(薄)づ大 (厚)づ

、(薄)と交互に周期的に制御する。

中間線材厚さ測定器S (第 厚さ測定器とレづこともある)は、第 圧延口一ラ の下

流直後に設置する。厚さ寸法 の大小大小を繰り返す(長さ方向の)トソチ は常時

一定に保つために、第 圧延口一ル (ｱ口一ル3０ )の移動速度 a を、中間線材

の移動速度 (送り速度) にリンク(関連)させる。即ち、図6 、及び、図5 と図52とに

示すよぅに第 圧延口一ル ， から送り出されてくる中間線材 の移動速度 を、

速度測定器S。にて測定し、第 圧延口一ル ， の第 口一ル間隔寸法が増加・減少

する間隔変動速度 (移動速度) a を、増減制御する。さらに詳しく説明すれば、図6

に於て、設定のステッ 34０では、第 圧延口一ル (ｱ口一ル3０ )の基本移動速

度 a を入カすると共に、(図示省略の 第 圧延口一ル の移動用モータの基本周

波数を入カする。ステッ 34 では、移動速度測定器S によって、中間線材 の移

動速度 m の測定データ342が入力されると、次のステッ 343では、変更周波数の

演算が行われ、その演算結果に基づいて次のステッ 344では、上記移動用モータ

の移動速度 a を増減 (比例)させる。これによって第 圧延口一ル ( 口一ル3０ )

の移動速度 a を(比例的に)増減する (ステッ 345)

図 にもどって説明すると、(既述したよぅに)厚さ測定器 の測定データ入力322



等によって、次のステッ 4では、上口一ル3０の位置 (第 圧延口一ル ， の間

隔位置) が、離間か近接か、確認される。離間状態 (ｱ口一ル3０が上方にある状態

) では、ステッ 325 に進んで上口一ル3０の下降 (第 圧延口一ル ， の近接作動

) を開始し、ステッ 326 で示した予め設定された時間経過後に、次のステッ 327
に進み下降 (近接作動) を停止する。

０18 7 そこで、図5 8 に示すよぅに、ステッ 8 に於て、第 厚さ測定器 の (左側の) 測

定データ入力322 を行って、次のステ、ソ 329にて、そのデータ入力 (322) された測

定 S と下限設定数値とを比較して、測定値S く下限設定数値の場合には、第ゆ
一ル3０を上昇させて、第 圧延口一ル の間隔を増加させる (ステッ 33０) 。所定

時間 (タイマ の経過後に、停止ステッ 33 に移って停止し、次のステッ 332
では、前記ステッ 8の入力322 の後、スタートしたタイマー (タイマ の時間経

過があったか否かが判断され、時間が経過すれば、ステッ 323の直前にもどる (矢

印3 4 6参照 ) 。

０18 8 他方、ステッ 4 に於て、上口一ル3０の位置 (第 圧延口一ル ， の間隔位置

) が、近接状態であると確認されれば、ステッ 333に進んで上口一ル3０の上昇を

開始し、ステッ 3 3 4で示した所定時間 (タイマ ) の経過後に、上昇を停止する (

ステッ 335)

０18 9 次に、図5 8 に於けるステッ 8 に於て、第 厚さ測定器 からの (右側の) 測定

データ入力322 を行って、次のステッ 336 にて、そのデータ入力 (322) された測定

S と上限設定数値とを比較して、測定値S ノ上限設定数値の場合には、第 口一

ル3０を下降させて、第 圧延口一ル の間隔を減少させる (ステップ337) 。所定時

間 (タイマ の経過後に、停止ステッ 338に移って停止し、次のステッ 339で

は、前記ステッ 8の入力322 の後、スタートしたタイマー (タイマ の時間経過

があったか否かが判断され、時間が経過すれば、ステッ 323の直線にもどる (矢印

3 4 6参照 ) 。

０19０ 上述のよぅに、上口一ル3０の上昇・下降の開始のタイミングを、第 厚さ測定器

、上口一ル3０の位置、間隙等で認識させ、上昇か下降かの判断を行ぅことも可能で

あることを、図5 7 と図5 8 とでは、示している。



０19 1 第 圧延口一ル ， (上口一ル3０ ) の熱膨張、摩擦力の変ィロ等で、中間線材

の厚さ寸法が変化する。このときは、上述の如く、第 厚さ測定器S の測定結果の入

力 (測定データ入力322) によるフィードバック制御を行って、第 圧延口一ル ， (

上口一ル3０ ) の停止位置を微調整している (ステッ 328～332 又はステッ 328
～339)

０19 2 第 厚さ測定器S の設置位置は、第 圧延口一ル ， の出口に接近させるのが好

ま 、が、これ以外に、例えば図5 2 に示すよぅに、前述した所定トソチ の整数倍と

するも望ま 、。なお、この設置位置を適当な位置とした場合、第 圧延口一ル から

設置位置までの距離を入力・演算して、タイミングで制御することもできる。また、上述

の制御は、圧延口一ルの制御だけでなく、ロールフオーミング等にも利用できる。

０19 3 次に、図5 9 と図6０のフローチヤート図に示すよぅに、第2圧延口一ル が制御される

。まず、平角線 (製品) Cの厚さ寸法の上限値の入力及び下限値の入力、及び、タイ

マーの入力を行列図5 9の設定のステッ 353 参照 ) 。つまり、第2圧延口一ル では

予め設定した値 (近接) と、値2 (離間) を、中間線材 の厚さ寸法 に対応して、所

定ピッチ で動作するよぅに制御する。この制御のために、第2圧延口一ル の上流

側 (圧延よりも前位置) に、第2厚さ測定器 を設置して、(ｱ述したよぅに) 周期的に

厚さ寸法 (断面形状) が変ィビする中間線材 が、第2圧延口一ル に入るときの、位

置検出を行ぅ。この中間線材厚さ測定器 (第2厚さ測定器) の設置位置は、中間線

材 が第2圧延口一ル にて圧延される直前とするか、又は、(前述した) 所定ピ、ソチ

の整数倍の位置とする。若しくは、第2圧延口一ル からの距離が確定されれば、(

演算して) タイミング制御することも可能である。図5 9のステッ 357 からステッ 358
に於て、第2厚さ測定器S の測定データに基づき、上口一ラ3０2の下降の開始タイミ

ングか否かを判別する。あるいは、ステッ 357 からステッ 363に於て、上口一ラ3０

2の上昇の開始タイミングか判別する。即ち、第2圧延口一ル ， の送り込みの前の

第2厚さ測定器S にて、中間線材 の厚さ寸法の上限・下限を各々検出して、第2圧

延口一ル ， の間隔寸法の増加開始 (ｱ昇開始) ・減少開始 ( 降開始) のいずれ

かの動作指令を行ぅ。

０194 ところで、図5 と図5 2 とに示すよぅに、第 (平角線 ) 厚さ測定器 を、第2圧延口



一ル の下流に設置しておき、図5 9 に示すステッ 354に於て、その平角線C の厚

さ測定データを送f (367) し、第2圧延口一ル ， の上口一ル2の昇降位置 (間隔の

大小) を確認して、次のステッ にて下降準備とするか、又は、ステッ 362にて

上昇準備とする。

０19 5 即ち、ステッ に於て、第2圧延口一ル ， 直下に中間線材 の薄い部分 (厚

さ寸法 の 、さい部分) が位置している場合、第2圧延口一ル ， は上昇位置 (離間

状態 にあるので、ステッ 356 を経てステ、ソ 358に進む (図5 5 と図5 6 参照 ) 。また

、その逆の場合には、第2圧延口一ル ， は下降位置 (近接状態 ) にあるので、ステ

、ソ 3 を経てステッ 363 に進む。

０19 6 第2圧延口一ル ， (ｱ口一ル3０2 ) の間隔寸法 (昇降) 制御は、第2厚さ測定器

からの動作指令 (ステッ 357 358 359 又は357 36 3 364) にて行ぅが、送り方

向の長さは、予め設定した位置での動作となる。その制御の仕方は、タイマー，上口

一ル3０2の口一ル位置、中間線材 の厚さ測定等で第2圧延口一ル ， の間隔を

近接離間して行ぅ。これによって、製品としての平角線C の厚さ寸法は、大 (厚) づ
、(

薄) づ大 (厚) づ
、(薄) と交互に周期的に制御できる。

０19 7 平角線C の厚さ寸法の大小大小を繰り返す(長手方向の)トソチ は常時一定に

保つ必要があるので、第2圧延口一ル ｱ口一ル3０2 ) の間隔変動速度 (移動速度 )

b を、平角線C の移動速度 c にリンク (関連 ) させる。即ち、図6 2 、及び図5 と図5

2 とに示すよぅに第2圧延口一ル ， から送り出されてくる平角線C の移動速度 c を

、速度測定器S にて測定し、第2圧延口一ル ， の第2口一ル間隔寸法が増加・減

少する間隔変動速度 (移動速度 ) b を、増減制御する。

０19 8 さらに説明すると、図6 2 に於て、設定ステッ 3 7０では、第2圧延口一ル ｱ口一

ル3０2 ) の基本移動速度V b を入カすると共に、(図示省略の) 第2圧延口一ル の移

動用モータの基本周波数を入カする。ステッ 37 では、移動速度測定器S によっ
て、平角線C の移動速度V c の測定データが入力 ( 3 72) されると、次のステッ 373
では、変更周波数の演算が行われ、その演算結果に基づいて次のステッ 374では

、上記移動用モータによる移動速度 b を増減 (比例 させる。これによって、第2圧

延口一ル ( 口一ル3０2 ) の移動速度 b を(比例的に) 増減する (ステッ 375)



０19 9 なお、移動速度 c が一定の場合は、インバータ等で第2 口一ル移動速度 b を調

整できるよぅに構成して、所定ピ、ソチ を保つよぅに制御すればよい。

０2 ００ 図5 9 にもどって説明すると、(既述したよぅに) 厚さ測定器 の測定データ (f 号3 6

7 ) 等によって、次のステッ では、上口一ル3 ０2 の位置 第2圧延口一ル

， の間隔位置 が、離間か近接か、確認される。離間状態 (ｱ口一ル3 ０2 が上

方にある状態 ) では、ステッ 356 に進んで下降準備の状態となり、次に、中間部材

の厚さ測定器 からの信号が入ると、ステッ 358からステッ 359のよぅに進んで

、上口一ラ3 ０2 の下降が開始し、ステッ 3 6 ０で示した予め設定された時間経過後に

、次のステッ 36 に進み、下降 (近接作動) を停止する。

０2 ０1 そこで、ステッ 4 に於て、第3厚さ測定器 の (左側の) 測定データ入力375 を

行って、図6 ０に示した次のステッ 6 にて、そのデータ入力 ( 3 75) された測定値

と下限設定数値とを比較して、測定 S く下限設定数値の場合には、第2 口一ル3

０2 を上昇させて、第2圧延口一ル の間隔を増加させる (ステッ 38０) 。所定時間 (

タイマ の経過後に、停止ステッ 38 に移って停止し、次のステッ 382では、

前記ステッ 3 7 4 の入力375 の後、スタートしたタイマー (タイマ の時間経過があ

ったか否かが判断され、時間が経過すれば、ステッ 354の直前にもどる (矢 386

参照 ) 。

０2 ０2 他方、ステッ に於て、上口一ル3 ０2 の位置が近接状態であると確認されれば

、ステッ 362 の上昇準備状態となり、次に、中間部材 の厚さ測定器S からの信号

が入ると、ステッ 363 からステッ 3 6 4 のよぅに進んで、上口一ラ3 ０2 の上昇が開始

し、ステッ 365 で示した予め設定した時間経過後に、次のステッ 366に進んで、

上昇 (離間作動) を停止する。

０2 ０3 次に、ステッ 4 に於て、第3厚さ測定器 からの (右側の) 測定データ入力375

を行って、次の図6 ０に示したステッ 383 にて、そのデータ入力 ( 3 75) された測定

値S と上限設定数値とを比較して、測定f S ノ上限設定数値の場合には、第2 口一

ル3 ０2 を下降させて、第2圧延口一ル の間隔を減少させる (ステッ 384)。所定時

間 (タイマ の経過後に、停止ステッ 385に移って停止し、次のステッ 388で

は、前記ステッ 4 の右方向への入力375 の後に、スタートしたタイマー6 の時間



経過があったか否かが判断され、時間が経過すれば、ステッ 3 5 4 の直前に(矢印3

8 6 のよぅに) もどる。

０2 ０4 このよぅに、上口一ル3０2の上昇・下降の開始のタイミングを、第3厚さ測定器 、上

口一ル3０2の位置、間隙等で認識させ、上昇させるか下降させるかの判断を行って

いる。

０2 ０5 第2圧延口一ル ， (ｱ口一ル3０2 ) の熱膨張、摩擦力等の変化で、平角線C の厚

さ寸法が変化する。このときは、上述の如く、第3厚さ測定器 の測定結果の入力 (

測定データ入力375) によるフィードバック制御を行って、第2圧延口一ル ， ｱ口

一ル3０2 ) の停止位置を微調整している (ステッ 374 37 6 38０～382 、又は、ス

テップ3 7 4 38 3～3 8 5 388)

０2 ０6 (図5 2 に於て) 第3厚さ測定器S の設置位置は、第2圧延口一ル ， の出口に接

近させるのが好ま 、が、これ以外に、所定トソチ の整数倍とするのも望ま 、。な

お、適当な位置に設置した場合は、第2圧延口一ル ， までの距離を認識させ、タイ

ミングで制御することも可能である。

０2 ０7 ところで、図5 6 に示したよぅに渡り部 3 5０を形成する場合には、前述の制御に於て

、上限と下限とでの各口一ラ ， ， の停止時間を適宜長 目に設定すれば、よい

０2 ０8 次に、図5 と図5 2 とに示すよぅに、平角線C の最終幅寸法を測定する幅測定器S
3

を、例えば、第3厚さ測定器S と同凶立置に設置し、この幅測定器S の測定デ

ータ (図5 7 のステッ 389)を、第 圧延口一ル ， にフィードバックすることで、最終

幅寸法の調整を行ぅことも望ま 、。詳しく説明すれば、図5 ，図5 2及び図5 7 に於

て、第2圧延口一ル ， から送り出されてくる平角線C の最終幅寸法を測定器S

にて測定し(ステッ 389参照 ) 、次に、ステッ 39０にて、平角線 (製品) C の最終幅

寸法 (単に製品幅とも呼ぶ) が過小であるか否かを判断する。過小であれば、次のス

テッ 39 に進んで、上限・下限の設定値を上方修正する信号392 を、第 圧延口一

ル ， にフィードバック制御する。

０2 ０9 逆に、ステッ 39０の判断にて、製品幅が過小でない場合は、次のステッ 393に

て、製品幅 (平角線最終幅寸法) が過大であるか否かを判断して、過大の場合には、



次のステッ 394にて、上限・下限の設定値を下方修正する信号395 を、第2圧延口

一ル ， にフイードバック制御する。

０2 1０ 言い換えると、金属線 を相対的に接近離間制御される第 圧延口一ル ， 間に

送って、厚さ寸法が周期的かつ連続的に変化する中間線材 を形成し、その後引き

続いて、第2圧延口一ル ， 間へ該中間線材 の上記厚さ寸法の増加・減少に各

々対応して第2口一ル間隔寸法が逆に減少・増加するよぅに相対的に接近離間制御

しつつ上記中間線材 を送り込み、最終厚さ寸法と最終幅寸法が長手方向に周期

的かつ連続的に変ィビする平角線Cを製造し、しかも、上記第2圧延口一ル ， への

上記中間線材 の送り込みの前に中間線材厚さ測定器S にて中間線材 の上記

厚さ寸法の上限・下限を各々検出して上記第2口一ル間隔寸法の増加開始・減少開

始の動作指令を行ぅ。

０2 11 このよぅにして、第 圧延口一ル ， 及び第2圧延口一ル ， は、2段階の圧延に

て、厚さ寸法をべ一スに制御し、最終的に、幅寸法を測定して第 圧延口一ル ，

までフイードバックして、第 圧延口一ル ， にて横断面積を増減させることで、平角

線Cの最終幅寸法を高精度に制御できる。

０2 12 なお、本発明は上述の実施の形態以外にも、設計変更 自由であって、例えば、第2

厚さ測定器S を使った位置検出の代わりに、圧延口一ル ， の設置間距離を常に

一定にすることで、タイミングでの制御が可能となる。例として、第 圧延口一ル ，

を非駆動口一ルにして、第2圧延口一ル ， で引き抜く方法が挙げ得る。この方法に

よれば、制御が一層簡単にできる。

０2 13 本発明は以上のよぅな制御を行ぅ製造方法であるが、製品としての平角線 、そ

の長手方向に渡って断面積が均一ィビして、モータ用マグネットワイヤとして電気抵抗

が均一で優れた品質のものが、連続的に製造可能となる。

０2 14 本発明による上述の制御を行ぅ製造方法では、図5 4 (a) (b ) の ( ) から㈲への圧

縮で示すよぅに、径寸法 の金属線 が、厚さ寸法 の仮幅広部W と、厚さ寸法

の仮幅狭部 とに圧縮 (圧延 ) されている。図からわかるよぅに、厚さ寸法 の方が

厚さ寸法 よりも 心く、言い換えれば、金属線 からの圧縮量 (圧延倍率) は、仮

幅広部W の方が仮幅狭部 よりも大きいので、仮幅広部W の断面積Z は、仮幅



狭部 の断面積z よりも減少し さくなる。

０2 15 そして、図54 (a) (b)の㈲から(のへの圧縮では、厚さ寸法 から への圧縮量

は、厚さ寸法 から への圧縮量よりも大きい。つまり、㈲の状態でZ くZ の関係
2０ 。

にあった断面積が、( )の状態へと圧縮されるときに、断面積Z の方がZ よりも減少

するので、最終幅狭部 の断面積Z と最終幅広部W
2
の断面積Z と

2
を同じ(

2 2０
略同一

) となるよぅに調整することができる。

０2 16 また、(a) (b)の (のでの平角線Cの最終厚さ寸法 と とを比較すると、金属線
2０ 2

からの累積圧縮量が異なるにもかかわらず、断面積Z とZ とが略同一とすることが
2０ 2

で

きるのは、( )から㈲へ圧縮する際の断面積減少率 (単位圧縮量当たりの断面積減

少量)より、㈲から( )へ圧縮する際の断面積減少率 (単位圧縮量当たりの断面積減

少量)の方が 、さいからである。

０2 17 図55に於て (a) (b)のそれぞれの縦方向の ( )づ㈲づ( )の変化は、図54の (a (

b)の ( )づ㈲づ( )の変ィビと対応して示したものであり、図55に示すよぅに、(b)の (1

) への圧縮が最も大きく変ィビしている。(b)の場合の ( ) ( )までの圧縮による

断面積の減少には、この )への圧縮が大きく影響する。そして、本発明では、(

)づ㈲へ圧縮する際の断面積減少率より、 へ圧縮する際の断面積減少率

の方が小さくなることで、 の場合に大きく圧縮されても断面積の減少を抑えて、結

果として (a) の( )の状態と断面積を略同一となるよぅにしている。言い換えれば、大き

く圧延する部分を第2圧延口一ル ， にて圧延することで、断面積の減少を抑え平

角線Cの断面積を長手方向に渡って略同一となるよぅにしている。

０2 18 このよぅに断面積の減少率が ( )づ㈲ と )とで異なる理由について説明す

る。

０2 19 図54に於て、( )づ㈲へ圧縮する場合、円形断面の金属線 に平坦な口一ル押

圧面3０3を形成しつつ第 圧延口一ル ， 間を通過させるので、通過の際の抵抗が

大きい。これに対し、 ) へ圧縮する場合は、既に中間線材 に口一ル押圧面3

０3が形成されているため、中間線材 が第2圧延口一ル ， 間を通過する際の抵

抗が小さく、第 圧延口一ル ， よりも通過し易い。

０22０ 即ち、金属線 は第 圧延口一ル ， 間を越えにくく (通過しにくく) 、通過時の断



面積の減少量が大きくなる。これに対し、中間線材 は第2圧延口一ル ， 間をスム

ーズに越え易く、通過時の断面積の減少量が小 、刮 。

０22 1 このよぅに、第2圧延口一ル ， の金属線 (中間線材 )の圧延時の断面積減少率

(単位圧縮量当たりの断面積減少量) が、第 圧延口一ル ， の金属線 (金属線 )

の圧延時の断面積減少率 (単位圧縮量当たりの断面積減少量)よりも、 心くなる。

０222 本発明の製造方法では、このよぅな原理を巧妙に利用して、製品 (平角線C)の断

面積を、長手方向に均一ィビできる。

０223 本発明は上述のよぅに、金属線 を相対的に接近離間制御される第 圧延口一ル

， 間に送って、厚さ寸法が周期的かつ連続的に変ィビする中間線材 を形成し、そ

の後引き続いて、第2圧延口一ル ， 間へ該中間線材 の上記厚さ寸法の増加・減

少に各々対応して第2口一ル間隔寸法が逆に減少・増加するよぅに相対的に接近離

間制御しつつ上記中間線材 を送り込み、最終厚さ寸法と最終幅寸法が長手方向

に周期的かつ連続的に変ィビする平角線Cを製造し、しかも、上記第2圧延口一ル ，

への上記中間線材 の送り込みの前に中間線材厚さ測定器S にて中間線材 の

上記厚さ寸法の上限・下限を各々検出して上記第2口一ル間隔寸法の増加開始・減

少開始の動作指令を〒ぅ方法であるので、長手方向に渡って断面積が略同一の平

角線を、連続的に効率良く製造可能となる。例えば、マグネットワイヤとして高性能な

モータの実現に貢献できる。特に、厚さ寸法と幅寸法が周期的に変ィビする平角線を

、高精度に、かつ、連続的に容易に製造できる。

０224 また、上記第 圧延口一ル ， から送り出されてくる上記中間線材 の移動速度

m を測定し、上記第 圧延口一ル ， の第 口一ル間隔寸法が増加・減少する間隔

変動速度 a を増減制御することにより、長手方向への送り(移動)速度が変動しても

、安定して、正確なトソチ にて、断面形状が変ィビする平角線Cが得られる。

０225 また、上記第2圧延口一ル ， から送り出されてくる上記平角線Cの移動速度 c

を測定し、上記第2圧延口一ル ， の第2口一ル間隔寸法が増加・減少する間隔変

動速度 b を増減制御することにより、長手方向への送り(移動)速度が変動しても、

安定して、正確なトソチ にて、断面形状が変化する平角線Cが得られる。

０226 上記第2圧延口一ル ， から送り出されてくる上記平角線Cの上記最終幅寸法を



測定し、目標最終幅寸法よりも 心い場合に上記第 圧延口一ル ， の第 口一ル

間隔寸法を増加補正し、逆に、目標最終幅寸法よりも大きい場合に上記第 圧延口

一ル ， の第 口一ル間隔寸法を減少補正するよぅにフィードバック制御することに

より、第 段と第2段は厚さ寸法を制御して、最終段階で幅寸法を測定して、第 圧延

口一ル ， の厚さを増減させることで、第 段の中間線材断面積を増減して、最終

製品 (平角線C)の断面形状を高精度に、しかも、簡単に制御可能となる。

０227 次に、平角線の製造方法及び平角線の製造装置に係るその他の実施形態につい
て説明する。

０228 横断面円形の導線を一対の圧延口一ル間に送り込んで圧延して横断面矩形の平

角線を製造する製造装置がある (例えば、特開2００4 22 65号公報参照)。そし

て、導線が圧延 (塑性変形) される際に生じる加工熱や、圧延口一ルと導線間に生じ

る摩擦熱等にて、圧延口一ルが加熱され熱膨張したり、圧延口一ル表面が摩耗する

ことにより、ロール間隔が変動し、製造される平角線の厚さ寸法・幅寸法が不均一に

なるれ、った問題があった。さらに、圧延口一ル表面の摩擦係数が変ィビすることによ

っても平角線の厚さ寸法・幅寸法が不均一となっていた。そのため、従来では、圧延

口一ルを冷却したり、製造された平角線の厚さ寸法や幅寸法のデータをフィードバッ
クして口一ル間隔を調整するといった対策がとられていた。

０229 また、導線を大きく圧延して(圧延倍率の大きい)平角線を製造する場合は、一対の

圧延口一ルを2台以上設置し、例えば、図67に示すよぅに、円形断面の導線 を第

圧延口一ル44 44 に送って圧延して中間線材 を製造し、その中間線材 を第

2圧延口一ル442 442へ送って圧延して平角線Cを製造する。

０23０ この場合も上記と同様に、第 圧延口一ル44 44 と第2圧延口一ル442 442と

は熱膨張するので、中間線材 や平角線Cの厚さ寸法・幅寸法が不均一となる。こ

れを解消するために、従来は、幅測定器443で測定した中間線材 の幅寸法を、ロ

ール間隔調整手段445を介して第 圧延口一ル44 44 ヘフィードバックしてその

口一ル間隔を調整し、さらに、幅測定器444で測定した平角線Cの幅寸法を、ロール

間隔調整手段446を介して第2圧延口一ル442 442ヘフィードバックしてその口一

ル間隔を調整していた。



０23 1 しかし、図67に示した平角線の製造装置 (方法)では、第 圧延口一ル44 44 の

口一ル間隔を変ィヒさせると中間線材 の断面積が変ィビし、これが第2圧延口一ル44

2，442で製造される平角線Cの厚さ寸法・幅寸法に影響を及ぼすので、高精度に製

造することができなかった。

０232 本発明の平角線の製造方法及び製造装置は、横断面円形の導線を2台以上の口

一ルにて圧延し横断面矩形の平角線を製造する方法及び装置である。

０233 図63は本発明の平角線の製造装置の実施の一形態を示す全体正面図であり、図

64は図63の要部正面図である。

０234 図63に於て、左側の4 ０は横断面円形の導線 (丸線) を巻設した供給ドラム、右

側の4 は製造した平角線Cを巻き取る巻取ドラムである。供給ドラム4 ０と巻取ドラ

ム4 との途中には、導線 を(そのまま)圧延して中間線材 を製造する一対の上

流口一ル4０ 4０ と、その中間線材 を圧延して平角線Cを製造する一対の最終

口一ル4０2 4０2とが、上流から下流へ順次配設されている。この場合は、2台の口一

ル (ｱ流口一ル4０ 4０ と最終口一ル4０2 4０2)を備えている。なお、上流口一ル

4０ 4０ と最終口一ル4０2 4０2とは、それぞれ上下に並設された上下口一ルであ

る。

０235 また、4０3は最終口一ル4０2 4０2の下流にて平角線Cの最終厚さ寸法を測定する

厚さ測定器であり、4０4は最終口一ル4０2 4０2の下流にて平角線Cの最終幅寸法

を測定する幅測定器である。また、4 2と4 3とは張力調整装置である。

０236 ここで、上記平角線Cの最終厚さ寸法と最終幅寸法とについて説明する。

０237 図65は、導線 、中間線材 、平角線Cの断面図であり、上から下へ順に圧延加

エされた状態を示す。図65に示すよぅに、平角線Cはｱ に口一ル押圧面4０8 4０

8が形成されており、平角線Cの横断面に於て、この口一ル押圧面4０8と直交方向の

寸法を最終厚さ寸法 とし、ロール押圧面4０8と平行方向の寸法を最終幅寸法W

する。また、最終厚さ寸法 と最終幅寸法W は、平角線Cの目標厚さ寸法 と目標
０

幅寸法W とは完全に一致せずに変動する場合がある値であり、言い換えれば、最終

厚さ寸法 と最終幅寸法W は、上記厚さ測定器4０3と幅測定器4０4にて測定され

た平角線Cの実測値である。



０238 図64に於て、4０5は、幅測定器4０4から得た最終幅寸法W と(予め入力されてい
る) 目標幅寸法W との大小を比較して、平角線Cの幅寸法が 目標幅寸法W となるよ

ぅに (近づくよぅに) 、上流口一ル4０ 4０の口一ル間隔寸法X を調整 (制御)する第

口一ル制御手段 (回路 )である。つまり、第 口一ル制御手段4０5は、中間線材 の

断面積が 目標幅寸法W の平角線Cが得られび最適断面積S となるよぅに (近づく

よぅに) 、上流口一ル4０ 4０の口一ル間隔寸法X を調整 (制御)するものである。

０239 また、第 口一ル制御手段4０5は、最終幅寸法W が 目標幅寸法W より大きいか又

は 、さいかを比較判断する比較部4０9を有する。そして、第 口一ル制御手段4０5は

、比較部4０9にて判断した結果を上流口一ル4０ 4０を接近離間させる (図示省

略の)シリンダ等のアクチュエーターにフィードバックして制御するよぅに構成されてい
る。

０24０ また、4０6は、厚さ測定器4０3から得た最終厚さ寸法 と(予め入力されている) 目

標厚さ寸法 との大小を比較して、平角線Cの厚さ寸法が 目標厚さ寸法 となるよぅ

に (近づくよぅに) 、最終口一ル4０2 4０2の口一ル間隔寸法X を調整 (制御)する第2

口一ル制御手段 (回路 )である。第2口一ル制御手段4０6は、最終厚さ寸法 が 目標

厚さ寸法 より大きいか又は 、さいかを比較判断する比較部4 4を有し、この比較

判断結果を最終口一ル4０2 4０2を接近離間させる (図示省略の)シリンダ等のアク

チュエーターにフィードバックして制御するよぅに構成されている。

０241 図66は、本発明の平角線の製造装置の他の実施形態を示す要部正面図であり、

図に於て4０7は上流口一ル4０ 4０の表面を冷却する装置の一例である。図に示

すよぅに、上流口一ル4０ 4０を冷却する冷却装置4０7 4０7が配設されている。

冷却装置4０7は公知のものでよく、図66では、冷却装置4０7は、上流口一ル4０の

外周面 (口一ル外周面) に接近する凹曲面4 5と、ロール外周面と凹曲面4 5の隙

間に冷却液 (水 )を供給するための冷却液供給路4 6とを、具備している。また、4 7

はシール部材である。そして、ロール外周面と凹曲面4 5との隙間に冷却液を供給し

、回転する上流口一ル4０を冷却するよぅになっている。

０242 また、最終口一ル4０2 4０2にも上記上流口一ル4０ 4０ と同様に冷却装置4０7

4０7を取り付けている。



０243 また、各口一ル4０ 4０2に (図示省略の)加熱装置4 9を付設してもよく、上記冷

却装置4０7と加熱装置4 9とは、各口一ル4０ 4０2表面を直接的又は間接的に冷

却又は加熱するものや、各口一ル4０ 4０2内部に熱媒体 (吸熱媒体・発熱媒体)を

入れ、各口一ル4０ 4０2全体を冷却又は加熱するものであってもよい。

０244 図示省略するが、本発明の平角線の製造装置が一対の口一ルを3台以上有する場

合は、最下流位置口一ルが上記最終口一ル4０2 4０2となり、最終口一ル4０2 4０2

の一つ上流側の口一ルが上記上流口一ル4０ 4０ となる。そして、最下流位置の口

一ルの下流に、厚さ測定器4０3と幅測定器4０4とを設置して、平角線の最終厚さ寸

法 と最終幅寸法W とを測定するよぅにする。即ち、最下流位置の口一ルとその一

つ上流の口一ルの口一ル間隔寸法を上記のよぅに調整制御すればよい。

０245 また、厚さ測定器4０3と幅測定器4０4とが測定するデータを最終口一ル4０2 4０2

と上流口一ル4０ 4０ とにフィードバックする際のタイムラグを少なくするために、厚

さ測定器4０3と幅測定器4０4は、最終口一ル4０2 4０2の下流側近傍に配設するこ

とが好ま 、。また、同様にフィードバック時のタイムラグを少なくするために、上流口

一ル4０ 4０ と最終口一ル4０2 4０2とを接近させて配置させることが望ま 、。

０246 また、厚さ測定器4０3と幅測定器4０4とは、接触型センサー又は非接触型センサ

ーのどちらでもよく、厚さ測定器4０3と幅測定器4０4との配設位置はどちらが上流側

でも構わない。

０247 また、上流口一ル4０ 4０ と最終口一ル4０2 4０2とを、それぞれ左右一対の口一

ルとしても自由である。

０248 図63～図65に基づき本発明の平角線の製造方法について説明する。

０249 図63に於て、初めに、供給ドラム4 ０から長手方向に渡って同一円形断面の導線

(銅線) を繰り出し、それぞれ所定口一ル間隔寸法をもって回転する上流口一ル4０

，4０ と最終口一ル4０2 4０2とに順次送り込む。導線 は上流口一ル4０ 4０ に

て圧延され上下に平坦な口一ル押圧面4 8 4 8が形成された横断面略矩形の中

間線材 が製造される (図6 5参照)。中間線材 は最終口一ル4０2 4０2にてさらに

薄く圧延されると共に、目標厚さ寸法 と目標幅寸法W とに整えられた横断面略矩

形の平角線Cが製造される (図65参照)。



０25０ 一方、厚さ測定器4０3と幅測定器4０4は、最終口一ル4０2 4０2の下流にて、(製

造直後の)平角線Cの最終厚さ寸法 と最終幅寸法W を微小時間ごとに (例えば、

162０回 秒)測定している。

０25 1 上記のよぅに、導線 から中間線材 を経て平角線Cを製造する圧延作業を連続し

て行ぅと、導線 や中間線材 が塑性変形される際に生じる加工熱や、各口一ル4０

，4０2と導線 ・中間線材 との間に生じる摩擦熱等により、各口一ル4０ 4０2が

加熱され熱膨張する。ロール4０ 4０2の熱膨張により口一ル径が大きくなる、つまり

各口一ル間隔寸法X ，X が小さくなるので、上記製造される平角線Cの厚さ寸法と幅

寸法は変動する。即ち、厚さ測定器4０3と幅測定器4０4とで測定される最終厚さ寸

法 ・最終幅寸法W は目標厚さ寸法 ・目標幅寸法W とは異なった値となる。

０252 厚さ測定器4０3で測定した最終厚さ寸法 のデータは、第2口一ル制御手段4０6

の比較部4 4へと送られる。そして、比較部4 4にて、最終厚さ寸法 が予め入力さ

れている目標厚さ寸法 より大きいか又は 、さいかを判断する。

０253 最終厚さ寸法 はロール間隔寸法X によって決まるので、この場合熱膨張にて口

一ル間隔寸法X が小さくなったことにより、最終厚さ寸法 は目標厚さ寸法 よりも
2

、さい値であると判断される。

０254 第2口一ル制御手段4０6は、比較部4 4の判断結果を最終口一ル4０2 4０2 (のア

クチュエーター)ヘフィードバックさせ、平角線Cの厚さ寸法が 目標厚さ寸法 となる

よぅに(近づくよぅに)最終口一ル4０2 4０2の口一ル間隔寸法X を調整する。

０255 具体的には、最終厚さ寸法 が 目標厚さ寸法 よりも小 、刮 との判断であるので、

ロール間隔寸法X を大きくするよぅに最終口一ル4０2 4０2を制御する。

０256 また、 回のフィードバックで動かす口一ル間隔寸法X は微小寸法 (例えば、 ・０6

ば )であるので、フィードバックされるごとに、平角線Cの厚さ寸法が 目標厚さ寸法

となる (近づく)まで、ロール間隔寸法X を少しずつ動かす。

０257 なお、第2口一ル制御手段4０6は、最終口一ル4０2 4０2の口一ル間隔寸法X を調

整後、次に厚さ測定器4０3で測定するまでの間 (数秒間) は、ロール間隔寸法X を

調整しない。つまり、調整した口一ル間隔寸法X をそのまま数秒間維持し、平角線C

の厚さ寸法が (変ィロ中でない)安定した状態で厚さ測定器4０3にて再測定してフィー



ドバックするよぅになっている。また、厚さ測定器4０3で再測定した最終厚さ寸法 が

目標厚さ寸法 に達していなければ、フィードバックして口一ル間隔寸法X を(大きく

するよぅに)調整制御する。

０258 また、幅測定器4０4で測定した最終幅寸法W のデータは、第 口一ル制御手段4０

5の比較部4０9へと送られる。そして、比較部4０9にて、最終幅寸法W が予め入力

されている目標幅寸法W より大きいか又は 、さいかを判断する。

０259 そして、第 口一ル制御手段4０5は、比較部4０9の判断結果を上流口一ル4０，4

０ (のアクチュエーター)ヘフィードバックさせ、平角線Cの幅寸法が 目標幅寸法W

となるよぅに (近づくよぅに)ｱ流口一ル4０ 4０の口一ル間隔寸法X を調整する。

０26０ ここでは、各口一ル4０ 4０2の熱膨張や、第2口一ル制御手段4０6による上記口

一ル間隔寸法の調整等により、比較部4０9にて最終幅寸法W が 目標幅寸法W より

小 、刮 と判断された場合について説明する。

０26 1 最終幅寸法W が 目標幅寸法W より刀心いとの判断であるので、最終口一ル4０2

4０2へと送る中間線材 の断面積を大きくして、製造される平角線Cの幅寸法を大き

くする。言い換えれば、中間線材 の断面積を、 目標幅寸法W の平角線Cを得る

ための 最適断面積S となるよぅに(近づくよぅに)大きくする。

０262 製造される中間線材 の断面積を最適断面積 に(大きく)するために、第 口一

ル制御手段4０5がロール間隔寸法X を大きくするよぅに上流口一ル4０ 4０を制

御する。

０263 このよぅに口一ル間隔寸法X が調整制御された上流口一ル4０ 4０にて、導線

が圧延されて最適断面積S の中間線材 が製造され、その中間線材 が上記のよ

ぅに口一ル間隔寸法X が調整制御された最終口一ル4０2 4０2に送られ圧延されて

目標厚さ寸法 ・目標幅寸法W の平角線Cが製造される。

０264 また、上流口一ル4０ 4０ と最終口一ル4０2 4０2の内一方の口一ル間隔寸法が

調整制御されているときは、他方の口一ル間隔寸法の調整制御は行わないよぅにな

っており、2台の口一ルの口一ル間隔寸法を同時に調整制御しないよぅにしている。

０265 また、第 口一ル制御手段4０5のフィードバックの時間間隔と 回のフィードバックで

動かす口一ル間隔寸法X は、第2口一ル制御手段4０6と同様である。



０266 なお、最終厚さ寸法 が 目標厚さ寸法 よりも大きい場合、及び、最終幅寸法W

が 目標幅寸法W より大きい場合については、上記説明したのと逆の作用 (制御方法

)であるので説明を省略する。

０267 また、上流口一ル4０ 4０で高圧延を行い最終口一ル4０2 4０2で低圧延を行ぅ

場合と、上流口一ル4０ 4０で低圧延を行い最終口一ル4０2 4０2で高圧延を行ぅ

場合とでは、上流口一ル4０ 4０の口一ル間隔寸法X を調整制御することよって変

ィビする平角線Cの幅寸法の大小が逆転する場合があるが、それぞれの場合に応じて

適宜上流口一ル4０ 4０の口一ル間隔寸法X を調整制御すればよい。

０268 以上のよぅに、本発明の平角線の製造方法は、横断面円形の導線 を2台以上の

口一ルに順次送り込んで目標厚さ寸法 ・目標幅寸法W の平角線Cを製造する平

角線の製造方法に於て、平角線Cの最終厚さ寸法 を最下流位置の最終口一ル4０

2，4０2の下流にて測定し、その最終厚さ寸法 と目標厚さ寸法 との大小を比較し

て最終口一ル4０2 4０2の口一ル間隔寸法X を調整し、かつ、平角線Cの最終幅寸

法W を最終口一ル4０2 4０2の下流にて測定し、その最終幅寸法W と目標幅寸法

W との大小を比較して最終口一ル4０2 4０2の一つ上流側の上流口一ル4０ 4０

の口一ル間隔寸法X を調整して、上流口一ル4０ 4０ にて最適断面積S の中間

線材 を製造し最終口一ル4０2 4０2へ送って、目標厚さ寸法 ・目標幅寸法W の

平角線Cを製造するので、完成品である平角線Cの最終幅寸法W と最終厚さ寸法

とを、上流口一ル4０ 4０ と最終口一ル4０2 4０2とにフイードバックして口一ル間

隔寸法X ，X を調整することができ、寸法精度を向上させ長手方向に渡って均一な

平角線Cを製造することができる。

０269 即ち、平角線Cの厚さ寸法を決定する最終口一ル4０2 4０2に、最終厚さ寸法 を

フイードバックしてその口一ル間隔寸法X を調整し、平角線Cの厚さ寸法を目標幅寸

法W に製造することができる。また、最終幅寸法W を上流口一ル4０ 4０ヘフイー

ドバックし、その口一ル間隔寸法X を調整することで、最終口一ル4０2 4０2へ供給

する中間線材 の断面積を(最適断面積S に)調整して平角線Cの幅寸法を目標幅

寸法W に製造することができる。このよぅにすることで、各口一ル4０ 4０2の熱膨張

や各口一ル4０ 4０2表面の摩耗により口一ル間隔寸法X ，X が変動したり、ロール



4０ 4０2表面の摩擦係数が変ィビしても、高精度の平角線Cを製造することができる

０27０ また、上流口一ル4０ 4０ と最終口一ル4０2 4０2とがそれぞれ冷却されつつ又

は加熱されつつ圧延するので、冷却しつつ圧延する場合は、圧延時に発生する熱に

よる各口一ル4０ 4０2の熱膨張を抑制することができ、加熱しつつ圧延する場合は

、各口一ル4０ 4０2を積極的に加熱することで、その後の圧延時の摩擦熱等で熱

膨張しにくくすることができる。これにより平角線Cの寸法精度を一層向上させて製造

することができる。

０27 1 本発明の平角線の製造装置は、横断面円形の導線 をそのまま圧延して又は他の

口一ルを通過させた後圧延して中間線材 を製造する上流口一ル4０ 4０ と、中

間線材 を圧延して平角線Cを製造する最終口一ル4０2 4０2とを、順次配設し、最

終口一ル4０2 4０2の下流にて平角線Cの最終厚さ寸法 を測定する厚さ測定器4

０3と、最終口一ル4０2 4０2の下流にて平角線Cの最終幅寸法W を測定する幅測

定器4０4とを、備え、幅測定器4０4から得た最終幅寸法W と平角線Cの目標幅寸法

W との大小を比較して中間線材 が 目標幅寸法W の平角線Cを得るための最適

断面積S。となるよぅに上流口一ル4０ 4０の口一ル間隔寸法X を調整する第 口一

ル制御手段4０5と、厚さ測定器4０3から得た最終厚さ寸法 と平角線Cの目標厚さ

寸法 。との大小を比較して平角線Cが 目標厚さ寸法 となるよぅに最終口一ル4０2

4０2の口一ル間隔寸法X、を調整する第2口一ル制御手段4０6とを、具備したので、

完成品である平角線Cの最終幅寸法W と最終厚さ寸法 とを、上流口一ル4０ 4０

と最終口一ル4０2 4０2とにフイードバックして口一ル間隔寸法X ，X を調整するこ

とができ、寸法精度を向上させ長手方向に渡って均一な平角線Cを製造することが

できる。

０272 即ち、平角線Cの厚さ寸法を決定する最終口一ル4０2 4０2に、最終厚さ寸法 を

フイードバックしてその口一ル間隔寸法X を調整し、平角線Cの厚さ寸法を目標幅寸

法W に製造することができる。また、最終幅寸法W を上流口一ル4０ 4０ヘフイー

ドバ、ソクし、その口一ル間隔寸法X を調整することで、最終口一ル4０2 4０2へ供給

する中間線材 の断面積を(最適断面積S に)調整して平角線Cの幅寸法を目標幅



寸法W に製造することができる。このよぅにすることで、各口一ル4０ 4０2の熱膨張

や各口一ル4０ 4０2表面の摩耗により口一ル間隔寸法X ，X が変動したり、ロール

4０ 4０2表面の摩擦係数が変ィビしても、高精度の平角線Cを製造することができる

０273 また、上流口一ル4０ 4０ と最終口一ル4０2 4０2とに冷却装置4０7又は加熱装

置4 9を付設したので、冷却装置4０7を付設した場合は、圧延時に発生する熱によ

る各口一ル4０ 4０2の熱膨張を抑制することができ、加熱装置4 9を付設した場合

は、各口一ル4０ 4０2を積極的に加熱することで、その後の圧延時の摩擦熱等で

熱膨張しにくくすることができる。これにより平角線Cの寸法精度を一層向上させて製

造することができる。

０274 次に、絶縁電線に係るその他の実施形態について説明する。

０275 ところで、上記特許文献 及び特開2００3 7547号公報に記載の絶縁電線の

横断面形状は、矩形状 (正方形状を含む)であり、全周面に絶縁層にて包囲されると

共に、角部は、(製造工程にて意図せずに自然に形成される微小アール部を、本発

明に於ては無視するとすれば、)面取りの無い角張った形状であった。

０276 しかしながら、マグネットや高電圧トランスや非接触 Cヵ一ドアンテナコイル等の用

途に於て、最近、コンパクトィビが一層強く要望され、コイル状に巻設したり、多層に重

ねて巻設する場合には特に上記要望が強い。従来では、例えば、図8 に示すよぅに

、平角線544の短辺545に於て絶縁層546を切削除去して、絶縁膜547の上に重

ねて巻設した場合、隣り合ぅ短辺545 545の導体露出部548 548相互の絶縁性

能が不十分となる問題がある。

０277 即ち、いわゆるェッジ部分と呼ばれる上記短辺545の導体露出部548 548相互

間の離間距離 が、コイル巻き等の場合に、極めて小さくなるが、コイル巻きの状態 (

コイルのズレや密着具合等) によって、導体露出部548 548相互間の絶縁が空気

だけになる。一般に空気の絶縁耐力は3０ c であり、 となる。一

方、絶縁層546 (絶縁材)として、例えばアクリル系樹脂の場合には、5００ 以上

０ の絶縁性能である。従って、図8 に示したよぅなコイル巻き状態で、コイルのズ

レや密着不具合等が生じれば、絶縁耐力の 、さい空気を介して、極めて 、さい前記



離間距離 では、絶縁不良を発生する虞がある。

０278 図68と図69とに於て、絶縁電線5０3として、横断面矩形状であって、その幅寸法

Wが、長手方向に渡って大小変化する平角線を例示する。本発明に於て、「略矩形

状」とは、矩形状と正方形と一文字状を含み、各辺が僅かな凸又は凹状である場合、

及び、角部が後述の形状に切欠状のものを含む。

０279 そして、幅寸法Wの大きい部位の厚さ寸法 を小さく、幅寸法Wの 、さい部位の厚

さ寸法 を大きくなるよぅに形成し、横断面積を長手方向に渡って均等としている。ま

た、図68では、図示省略したが、右上方へは次第に幅寸法が増加し、左下方へは次

第に幅寸法が減少するよぅに、変ィビしている。

０28０ この絶縁電線5０3は、横断面略矩形状の導体5０ と、この導体5０の 辺5 が

露出するよぅに他辺532 533 534を被覆した絶縁層5０5とから、なる。

０281 この導体5０の横断面に於て、上記 辺5 は絶縁層5０5が存在しない導体露出

部5０7と呼ぶことができるが、この導体露出部5０7を構成する上記 辺5 の両端に

対応する角部Cが切欠状として面取部 (逃げ部) 5０4が形成され、かつ、この面取部

5０4には、絶縁層5０5が被覆されている。

０282 具体的には、図68と図69とでは、導線5０が平角線であって、 辺5 (導体露出

部5０7) は、横断面矩形の短辺に相当している。また、面取部5０4の絶縁層5０5は、

他辺532 533 534の被覆と連続的に形成されている。

０283 図7０に於て、このよぅな絶縁電線5０3をコイル状に巻設した状態 (コイル巻き状態)

を例示し、例えば、絶縁膜528の上に、導体露出部5０7が接するよぅに、かつ、隣り

合ぅ導体5０の長辺532と長辺533とが対面するよぅに重ねて、巻設すると、隣り合ぅ

導体露出部5０7 5０7の間隔、即ち、前述の離間距離 が十分に大きくできる (従来

例を示した図8 参照)。

０284 なお、図68～図7０に示した実施の形態では、勾配面 (例えば4 。０ ～5 。０ の傾斜

角)をもって、面取部 (逃げ部) 5０4が導体5０に形成されている場合を示したが、本

発明の他の実施の形態としては、これ以外に、4個の角部に同様の面取部 (逃げ部)

5０4を形成することもでき、このとき、両短辺5 534の内の両方に導体露出部5０

7を形成することも自由であるが、図69のよぅに、一つの短辺にのみ導体露出部5０7



を形成する構成ならば、後述するところの製造方法に於て、絶縁層5０5を形成しない
短辺として、両短辺5 534の内のいずれかを自由に選択できる利点がある。

０285 例えば、図73に於て、導体5０に面取部5０4を形成する製造方法 (製造装置)を

簡略に説明すると、長手方向に幅寸法Wと厚さ寸法 が変ィビする平角線状に、前工

程の塑性加工にて行い、その後、(望ましくは)連続的に図72 (a) (b) に示すよぅに一

対の 字溝付圧延口一ル535 535にて幅方向から押付けて、4角部Cに勾配面状

の面取部5０4を形成する。

０286 この図7 では、4つの全角部Cに面取部5０4を形成する製造方法 (製造装置)であ

るが、両口一ル535 535の内の一方を、 字溝の無いストレート状口一ルとすれば、

図68～図7０に示したよぅな導線5０が製造できる。

０287 ところで、図73に於ける口一ル535の形状を変えることで、面取部5０4の形状が、

後述の図7 のよぅなものや、段階形状のものとすることができる。なお、図73に於て、

両口一ル535 535が相互に接近する方向に常に加圧されており、幅寸法Wの大小

の変ィビに、追従する構造となっている。また、この塑性加工前に、焼鈍 (焼きなまし)

を行えば、 心な押付け力にて塑性加工が可能である。また、図68～図7０や図73

のよぅに、勾配状面取部 (逃げ部) 5０4の場合に、横断面形状の寸法誤差が小さく、

高精度の製品が得易い利点がある。

０288 次に、図74は製造方法の他の実施の形態を示し、3つの口一ル536 537 537を

組み合わせて、導体 の一つの長辺532の両端の角部C，Cに面取部5０4 5０4を

加工する方法である。つまり、この製造方法 (製造装置)によって、製造される導体5０

は、図69と比較して説明すれば、一長辺532の上端・下端の角部C，Cに、面取部

5０4 5０4が形成される。その後、絶縁層5０5は、両短辺5 534の内の所望の

辺を除いて、被覆形成する。(なお、両短辺5 534を導体露出部5０7 5０7として

も、自由である。)

図73又は図74に於て、ロール535 536 537は、(回転駆動力を伝達して)回転

駆動させるのが好ましいが、加工度が小さい場合は、従動式 (非駆動式)としてもよい

０289 また、図73又は図74に示した面取部 (逃げ部) 5０4の加工は、(その前工程である



ところの)長手方向に幅寸法W・厚さ寸法 が変化する平角線製造工程と、タンデム

ィビして、前後連続加工することも、望ま 、。

０29０ 次に、図7 と図72とに示す別の実施の形態について説明する。横断面略矩形状

であって、その 短辺に相当する 辺5 のみが絶縁層5０5で被覆されずに導体露

出部5０7が形成される等は、図68～図7０の実施形態と同様であるが、相違する点

は、面取部5０4が横断面小矩形状に切欠形成され、かつ、この面取部5０5は、 辺5

皿の 端部のみに形成されている点である。それ以外の構成は、図68～図7０の場

合と同様であるので、詳しい説明を省略する。(同一符号は同様の構成である。)

なお、図7 に於て、 辺5 の両端の角部C，Cに面取部 (逃げ部) 5０4を形成した

り、又は、4つの角部C …の全てに面取部 (逃げ部) 5０4を形成するも、自由である (

図示省略)。あるいは、長辺532 の両端の角部C，Cに面取部 (逃げ部) 5０4を形成し

てもよい(図示省略)。なお、図7 と図72とでは、面取部 (逃げ部) 5０4は、小矩形状

の場合を示したが、これを、4半円型等の形状とする等の設計変更は、自由である。

０29 1 以上、図68～図72に示す各実施の形態に於て、 辺 (短辺 ) 5 の寸法が、薄く形

成されていると、言ぅこともできる。そして、重ねてコイル巻きした状態で、十分に大き

い導体離間距離 が確保され、絶縁性能の向上が図り得る。

０292 なお、長尺状の絶縁電線5０3として、図68～図72に例示したよぅな導体露出部5０

7が全長に渡って形成するのも好ま 、が、全長の内の所定範囲では導体露出部5

０7を形成せずに構成するも、自由であり、使用状態と用途に対応して、長手方向に

部分的に導体露出部5０7を配設するも好ま 、場合がある。

０293 さらに、図68～図72等で既に説明した上記面取部5０4が、導体露出部5０7の全

長に渡って形成する以外に、導体露出部5０7の全長の内の所定範囲にのみ面取部

5０4を、形成するも、自由である。使用状態と用途に対応して、加工工数を低減でき

る利点がある。

０294 本発明に係る絶縁電線5０3について、以下、さらに詳しく追加説明する。

０295 絶縁層5０5は、導体5０の外面5０2に、電着・焼付けにて被覆形成される。そして

、導体露出部5０7は、絶縁層5０5を形成するための焼付け工程前に部分的に電着

層を非形成することによって、形成する。又は、導体露出部5０7は、焼付け工程前に



部分的に電着層を除去することによって、形成する。

０296 図75に於て、製造方法の全体を簡略ィビして示し、5０8は電着槽であり、繰り出し口

一ラ5０9から、導体を繰り出して、例えば、円形断面の導体を平角線に圧延する圧延

機、及び、図72や図73で述べたよぅな口一ル535 536 537等の面取り(逃げ部)

形成装置、及び水洗槽等の加工装置5 ０(詳細図示省略して2点鎖線にて示した)

を通過させ、方向変換口一ラ54 を介して、導体5０を矢印Gの如く下方から上方へ

走行させつつ、電着液5 2を貯留した電着槽5０8の底壁を通して下から上へ連続的

に導体5０は電着槽5０8内を通過し、導体5０の外面に電着液5 2中の (後述の)

樹脂微粒子を付着させて電着層を形成する。これを電着層付着工程と呼ぶ。

０297 図76は、この電着層付着工程の概要説明のための簡略平面図であり、図75と合

わせて説明すれば、電着槽5０8内にはマイナス電極5 3が差し込まれており、矢印

G方向に走行通過する平角線 (導体5０ ) はプラス極となるよぅに、(図示省略の)電

源と接触される。電着液5 2としては、ェポキシ系水分散 (エマルジョン)型電着ワニ

ス、あるいは、ポリイミド系やポリアミドイシド系の電着ワニスが、好適である。模式的に
、さな円にて示したのは、上述のェポキシ系等の樹脂微粒子5 4であって、泳動中

の樹脂微粒子5 4は、マイナスに帯電しており、プラス極としての導体5０の外面5０

2に効率良く次々と付着して電着層5 5を形成する。

０298 そして、図75に示すよぅに、導体5０の外面に付着した電着層5 5を連続的に焼

付ける焼付工程を〒ぅために、焼付炉5 6が設けられており、この焼付炉5 6を通過

することで、導体5０の外面5０2に、絶縁層5０5が被覆形成される。その後、図外の

巻取口一うに巻き取られてゆく。

０299 この電着槽5０8と焼付炉5 6との間に導体露出部形成装置5 7が付設される。即

ち、電着層付着工程と焼付工程との間にて、導体5０の外面5０2に付着した、図77

(a) に示すよぅな末硬ィロ状態の電着層5 5を、図77 (b) に示すよぅに、噴出流体 に

て吹き飛ばすことで、部分的に電着層5 5を除去 (図77 (b)の矢町参照)する。

０3００ 噴出流体 としては、エアー (空気 ) が望ま 、が、これ以外のガス (気体)や、水等

の液体、若しくは水蒸気等が使用できる。

０3０1 さらに、説明すると、図77 (a) に示すよぅに、 辺 (短辺 ) 5 に付着した末硬化 (末



焼付)の電着層5 5を、図77 (b) に示す如く、ノズル5 8からの噴出流体 にて部分

的に吹き飛ばして、電着層5 5を短辺5 のみから除去 (矢巨呵参照)し、この除去部

分57０は、その後の焼付工程を経て、図69や図7 に示すよぅに、導体露出部5０7を

形成する。なお、図77に示すよぅに、流体遮蔽部材52 を設けて、噴出流体 が短

辺5 以外の部分から電着層5 5を吹き飛ばさないよぅにすることも望ましい。

０3０2 次に、図78と図79とは別の実施の形態を示す。即ち、前述の図75と比較すれば

明らかなよぅに、図75に示した導体露出部形成装置5 7の代わりに、可動マスキング

部材522 が電着槽5０8内に設けられる。

０3０3 図78に於て、繰り出し口一ラ5０9から、導体を繰り出し、例えば、円形断面の導体を

平角線に圧延する圧延機、及び、図73や図74に示した口一ル535 536 537等の

面取り形成装置と、水洗槽等の加工装置5 ０を通過させ、方向変換口一ラ54 を経

て、電着液5 2の入った電着槽5０8を下から上へ (矢印Gのよぅに)通過させて、導

体5０の外面に電着液5 2中の樹脂微粒子5 4を(図76のよぅに)付着させるが、そ

の際、可動マスキング部材522 によって、図79では、横断面矩形の (導体5０の)

辺5 には樹脂微粒子5 4の接近を阻止し、その 辺5 のみを電着層非形成部5

72として、その後の焼付工程にて、導体露出部5０7が構成される。電着層非形成部

及びこれに対応した導体露出部5０7は、部分的に設けられる。

０3０4 図78にもどって説明すると、電着槽5０8から上方へ走行しつつ連続的に送り出さ

れる電着層付着導体5０は、焼付炉5 6に送り込まれ、この焼付炉5 6内で焼付け

られて(焼付工程を経て)、絶縁層5０5が被覆形成され、巻取口一ラ523 に巻き取ら

れる。このよぅに、絶縁層5０5を形成するための焼付け前の電着層5 5の部分的な

非形成によって、(その後の焼付工程を経て)導体露出部5０7が形成される。図79に

於て、具体的に説明すると、上下一対の口一ラ524 525の間に上下所定ピ、ソチにて

複数本の口一ラ527…を平行に配設し、これに(2点鎖線にて示すよぅに)ベルトを懸

架してマスキング部材522 としているが、このマスキング部材522 としてのべルトは、

横断面矩形の導体5０の 辺 (短辺 ) 5 に押圧 (接触 )されている。なお、図79では

導体5０は同一横断面にて簡略化して示しているが、この導体5０が図68のよぅに

、幅寸法Wが大小変化する場合、複数本の口一ラ524 525 527…を水平方向に



前進後退 自在に弾性部材にて押圧する等によって、追随させるのが好ましい。このと

き、図79では、いわゆるキヤタピラ構造であるので、追随し易い。なお、ベルト526 は

、合成樹脂やゴム等の絶縁材質のものが使用される。

０3０5 次に、図8０は別の実施の形態を示す。即ち、図78，図79に示した可動マスキング

部材522 の代わりに、摺動マスキング部材542を、電着槽5０8内に設けている。

０3０6 詳しく説明すると、電着層付着工程中に、電着槽5０8内を通過走行中の導体5０

の外面5０2に摺接する摺動マスキング部材542によって、導体5０を部分的にマス

キングし、導体5０の外面5０2に部分的に電着層5 5を形成させず、その後の図78

に示した焼付炉5 6での焼付工程にて、導体露出部5０7を形成する方法である。摺

動マスキング部材542は、合成樹脂やゴム等の絶縁材からなる。なお、図8０に於て

は、一枚の摺動マスキング部材542を使用しているが、これを、複数枚に分割して、

各々を独立進退 自在として、走行中の導体5０に弾性的に押付けることで、図68に

例示した幅寸法Wの (長手方向に渡っての)大小変ィビに、容易に追随して、確実に

マスキング作用をなさしめるも望ま (図示省略)。なお、図8０に於て、摺動マスキ

ング部材542は、電着槽5０8内に於て、(図示省略の)保持部材にて支持されており

、そのとき弾発部材にて押圧して導体5０に対して弾性力をもって接触させるのが望

ましい。

０3０7 以上の図75～図8０で述べた製造方法によれば、従来のように機械的に切削する

際に生ずる微粉塵の発生が無くなって、電子・電子機器や精密機器の製造工程中

の不良発生を防止できる利点がある。

０3０8 本発明は以上述べたように、横断面略矩形状の導体5０の少なくとも 辺5 が露

出するように他辺を絶縁層5０5にて被覆し、かつ、横断面に於て上記導体5０の上

記 辺5 の少なくとも 端に対応する角部Cが切欠状として面取部5０4が形成され

ると共に、該面取部5０4には上記絶縁層5０5が被覆されている構成であるので、図6

9，図72に示すように左右及び上下に積み重ねて巻いた状態で、コンパクトィビを図り

得ると同時に、導体離間距離 を確保して、絶縁性能を良好に保ち得る。従って、電

気・電子機器の小型ィか高性能ィか高能率ィビの要望に十分に応えることができる。

０3０9 また、上記導体5０ が平角線であって、上記 辺5 は横断面略矩形の短辺であ



るので、特に、導体離間距離 が極めて小さくなりがちな図7０や図72の巻き方に於

ても、絶縁性能を確保できて、一層、電気・電子機器のコンパクトィビと高性能ィビに貢

献するものである。

０3 1０ また、上記絶縁層5０5は電着・焼付けにて形成され、しかも、上記 辺5 の導体

露出部5０7は、上記絶縁層5０5を成形するための焼付け前の電着層5 5の部分的

な非形成又は部分的な除去によって形成されているので、製造が容易で、大量生産

にも好適であって、機械的切削による粉塵発生も無く、精密機器や電子機器用に好

適である。

０3 11 次に、絶縁電線とその製造方法に係るその他の実施形態について説明する。

０3 12 マグネットワイヤや高電圧トランスコイルや非接触型 Cカードアンテナコイル等の用

途に於て、必ず端子が必要である。この端子加工に関しては、日態依然として、機械

的に絶縁層を削り取る方法が用いられている。

０3 13 図82と図83とに於て、絶縁電線6０3として、横断面が平角状 (つまり、矩形状乃至

一文字状)であって、その幅寸法Wが、長手方向に渡って、大小変ィビする各種のも

のを例示する。なお、図示省略したが、厚さ寸法は、幅寸法Wの大きい部位が小さく

、幅寸法Wの 、さい部位は大きくなっている。

０3 14 図82 (a)～(d) に於て、点々にて示した部位は、絶縁層6０5が導体6０に被覆さ

れている部位を示し、点々の存在しない部位は導体露出部6０7を示す。

０3 15 図88 (a) は図82 (c)のA 断面であり、図88 (b) は図82 (c)の 断面である

。このよぅに、部分的に導体6０が露出状の導体露出部6０7が、長手方向に所定ピ

、ソチにて、かつ、平面視幅方向に横切って配設 (形成) されている。

０3 16 この絶縁電線6０3は、導体6０の外面6０2に、電着・焼付けにて絶縁層6０5が被

覆されているが、焼付け工程前に部分的に電着層を非形成とすることによって、導体

露出部6０7を形成するか、あるいは、焼付け工程前に部分的に電着層を除去するこ

とによって、導体露出部6０7を形成する。

０3 17 図85に於て、製造方法の全体を簡略化して示し、6０8は電着槽であり、繰り出し口

一ラ6０9から、導体を繰り出して、例えば、円形断面の導体を平角線に圧延する圧延

機、及び水洗槽等の加工装置6 ０(詳細図示省略して2点鎖線にて示した)を通過さ



せ、方向変換口一ラ6 を介して、導体6０を矢印Gの如く下方から上方へ走行させ

つつ、電着液6 2を貯留した電着槽6０8の底壁を通して下から上へ連続的に導体6

０は電着槽6０8内を通過し、導体6０の外面に電着液6 2中の (後述の)樹脂微粒

子を付着させて電着層を形成する。これを電着層付着工程と呼ぶ。

０318 図86は、この電着層付着工程の概要説明のための簡略平面図であり、図85と合

わせて説明すれば、電着槽6０8内にはマイナス電極6 3が差し込まれており、矢印

G方向に走行通過する平角線 (導体6０ )はプラス極となるよぅに、(図示省略の)電

源と接触される。電着液6 2としては、ェポキシ系水分散 (エマルジョン)型電着ワニ

ス、あるいは、ポリイミド系やポリアミドイシド系の電着ワニスが、好適である。模式的に
、さな円にて示したのは、上述のェポキシ系等の樹脂微粒子6 4であって、泳動中

の樹脂微粒子6 4は、マイナスに帯電しており、プラス極としての導体6０の外面6０

2に効率良く次々と付着して電着層6 5を形成する。

０319 そして、図85に示すよぅに、導体6０の外面に付着した電着層6 5を連続的に焼

付ける焼付工程を行ぅために、焼付炉6 6が設けられており、この焼付炉6 6を通過

することで、導体6０の外面6０2 (図83 (b)参照) に、絶縁層6０5が被覆形成される

。その後、図外の巻取口一うに巻き取られてゆく。

０32０ この電着槽6０8と焼付炉6 6との間に導体露出部形成装置6 7が付設される。即

ち、電着層付着工程と焼付工程の間にて、導体6０の外面6０2に付着した、図87 (

a) に示すよぅな末硬ィロ状態の電着層6 5を、図87 (b) に示すよぅに、噴出流体 に

て吹き飛ばすことで、部分的に電着層6 5を除去 (図87 (b)の矢町参照)する。この

電着層6 5が部分的に導体6０の外面6０2から除去された部分67０は、その後の

焼付工程を経て、図82 (a)～(d)等に示したよぅな導体露出部6０7を構成する。

０32 1 噴出流体 としては、エアー (空気)が望ま 、が、これ以外のガス (気体)や、水等

の液体、若しくは水蒸気等が使用できる。

０322 図87に於て、平角線状の導体6０の上面と下面に向かって2本のノズル6 8 6

8が対応し、図示省略の位置検出手段にて、極微小時間に渡り、流体 を噴出する

ことで、図87(a から(b の如く、末硬化 (末焼付 の電着層6 5は吹き飛ぶ。この図8

7のノズル6 8 6 8の配置は、図82と図83とに示したよぅに、平角線状の導体6０



の幅方向に、除去部分67０(導体露出部6０7)を形成するのに好適である。上記位

置検出手段としては、図82 (a )～(d)のよぅに幅寸法Wが大小変ィビする場合には、そ

の幅寸法Wを検出すればよく、あるいは、近接センサーにて山と谷の位置を検出さ

せてもよく、さらには、連続的に送られてくる導体6０の長さを計測する計尺装置を使

用してもよい。そして、図87に於て、ノズル6 8を同図の左右方向に進退させる往復

手段を付設して、導体6０の幅寸法Wの大小変化に対応して、側端縁の山と谷の位

置変動に対応させるも、好ま 、(図示省略)。

０323 なお、図87に於て、ノズル6 8 6 8を一方のみとして、導体6０の一面にのみ除

去部分67０(導体露出部6０7)を形成するも好ま 、。

０324 次に、図88は (図87に代わる)他の実施の形態を示す。即ち、図88 (a ) に示すよぅ

に、横断面形状矩形の短辺6 9に付着した末硬化 (末焼付)の電着層6 5を、図88

(b) に示す如く、ノズル6 8からの噴出流体 にて部分的に吹き飛ばして、電着層6

5を短辺6 9のみから除去 (矢町参照)し、この除去部分67０は、その後の焼付工

程を経て、例えば、図84に示すよぅに、導体露出部6０7を形成する。図84 (b) (c) は

各々図84 (a) の C 断面を示し、図82と図83とでは横断面矩形の長辺62

に於て導体露出部6０7が形成されているのに対し、図84では短辺6 9に於て導体

露出部6０7が形成される。なお、図88に示すよぅに、流体遮蔽部材62 を設けて、

噴出流体 が短辺6 9以外の部分から電着層6 5を吹き飛ばさないよぅにすることも

望ま 、。

０325 次に、図89と図9０とは別の実施の形態を示す。即ち、前述の図85と比較すれば

明らかなよぅに、図85に示した導体露出部形成装置6 7の代わりに、可動マスキング

部材622 が電着槽6０8内に設けられる。

０326 図89に於て、繰り出し口一ラ6０9から、導体を繰り出し、例えば、円形断面の導体を

平角線に圧延する圧延機、及び、水洗槽等の加工装置6 ０を通過させ、方向変換口

一ラ6 を経て、電着液6 2の入った電着槽6０8を下から上へ (矢印Gのよぅに)通

過させて、導体6０の外面に電着液6 2中の樹脂微粒子6 4を(図86のよぅに)付

着させるが、その際、可動マスキング部材622 によって、図9０では、横断面矩形の (

導体6０の)長辺62０ 62０の内の一方には樹脂微粒子6 4の接近を阻止し、図94



に示すよぅに、一方の長辺62０を電着層非形成部672として、その後の焼付工程に

て、導体露出部6０7が構成される。電着層非形成部672及びこれに対応した導体露

出部6０7は、部分的に設けられるといえども、前述の図82～図88の実施の形態の

除去部分67０及び対応した導体露出部6０7と比較すると、導体6０の外面6０2に占

める割合は大きい。つまり、図9０と図94とでは、長手方向全体に渡って、横断面矩

形の長辺62０ 62０の内の一方に、電着層非形成部672 (導体露出部6０7) が形成

されている。

０327 図89にもどって説明すると、電着槽6０8から上方へ走行しつつ連続的に送り出さ

れる電着層付着導体6０は、焼付炉6 6に送り込まれ、この焼付炉6 6内で焼付け

られて(焼付工程を経て)、絶縁層6０5が被覆形成され、巻取口一ラ623に巻き取ら

れる。

０328 このよぅに、図9０及び図94にて示した実施の形態では、絶縁電線6０3の構成は次

のよぅに言る。即ち、絶縁層6０5を形成するための焼付け前の電着層6 5の部分的

な非形成によって、(その後の焼付工程を経て)導体露出部6０7が形成される。

０329 図9０についてさらに追加説明すれば、水平軸心廻りに遊転 自在な (少なくとも)ｱ
下一対の口一ラ624 625間に、ベルト626を懸架して、これを下から上へ走行する

導体6０ に押圧すると、ベルト626はその押圧 (接触 ) に伴って、導体6０の走行方

向Gと同方向へ自走する。このよぅに、ベルト626が、導体6０の一つの長辺62０に

接触してマスキング作用をなす。なお、上下一対の口一ラ624 625の間に、一本乃

至複数本の押圧口一うを追加して、導体6０ に対して一層密にべルト626を接触さ

せて、マスキング作用を確実とするも好ま 、(図9 参照)。また、上下一対の口一ラ

624 625の内の少なくとも一方を、駆動口一うとして、回転駆動させるも、自由であ

る。また、導体6０の幅寸法Wが、例えば、図82(a)～(d)のよぅに大小変化する場

合、ベルト626の幅寸法は、導体6０の幅寸法Wの最大部位に対応して、十分に大

きく設定しておく。また、導体6０は (図9０では簡略ィビして同一断面にて示したが )、

厚さ寸法も大小変ィビする場合、ローラ624 625を水平方向に前進後退 自在として

弾性部材にて押圧する等によって、厚さ寸法の大小変化に、追随し易くするのが望

ま 、。



０33０ 図89と図9０と図94とに示した製造方法をまとめると、次のように言うことができる。

即ち、電着層付着工程中に、電着槽6０8内にて導体6０の外面6０2に接触しつつ
導体6０の通過走行方向Gと同一方向に移動する可動マスキング部材622 によって

、導体6０を部分的に(長辺62０ 62０の一方のみを)マスキングし、導体6０の外

面6０2に部分的に電着層6 5を形成させず、その後の焼付工程にて、導体露出部6

０7を形成する方法である。このように、電着層非形成部672を、まず形成し、次工程

(焼付工程 にて導体露出部6０7とする方法である。

０33 1 次に、図9 に示すさらに別の実施の形態に於て、(図9０に2点鎖線にて示した電

着槽6０8を図9 では省略して示しているが、)上下一対の口一ラ624 625の間に上

下所定ピッチにて複数本の口一ラ627…を平行に配設し、これに(2点鎖線にて示す

ように)ベルトを懸架してマスキング部材622 としているが、このマスキング部材622 と

してのべルトは、(図9０とは相違して、)横断面矩形の導体6０の短辺6 9 6 9の

少なくとも一方に押圧 (接触 ) されている。この図9 に示した製造方法によって得られ

る中間製品・完成製品の横断面図を図96に例示した。図96と図94とに於て、同一

符号は同様の構成であり、電着層非形成部672 、及びこれに対応してその後の焼付

工程にて形成される導体露出部6０7が、短辺6 9側に存在している点が、図94の長

辺62０側に存在している点と、相違する。

０332 図9 に於て図9０と同一の符号は同様の構成であるので、詳細説明は省略する。

なお、図9 では導体6０は同一横断面にて簡略ィビして示しているが、この導体6０

が図82 (a)～(d)のように、幅寸法Wが大小変化する場合、複数本の口一ラ624 62

5，627…を水平方向に前進後退 自在に弾性部材にて押圧する等によって、追随さ

せるのが好ましい。このとき、図9 では、いわゆるキヤタピラ構造であるので、追随し

易い。なお、ベルト626 は、合成樹脂やゴム等の絶縁材質のものが使用される。

０333 次に、図92又は図93は、各々別の実施の形態を示す。即ち、図89に示した可動

マスキング部材622の代わりに、摺動マスキング部材642を、電着槽6０8内に設けて

いる。

０334 詳しく説明すると、電着層付着工程中に、電着槽6０8内を通過走行中の導体6０

の外面6０2に摺接する摺動マスキング部材642 によって、導体6０を部分的にマス



キングし、導体6０の外面6０2に部分的に電着層6 5を形成させず、その後の焼付

炉6 6での焼付工程にて、導体露出部6０7を図94又は図96のように形成する方法

であり、図94は図92に示した方法により、図96は図93に示した方法によって、製造

される。摺動マスキング部材642 は、合成樹脂やゴム等の絶縁材からなる。なお、図

92又は図93に於ては、一枚の摺動マスキング部材642 を使用しているが、これを、

複数枚に分割して、各々を独立進退 自在として、走行中の導体6０に弾性的に押付

けることで、図82 (a ～( 等に例示した幅寸法W又は厚さ寸法の (長手方向に渡っ
ての)大小変化に、容易に追随して、確実にマスキング作用をなさしめるも望ま (

図示省略)。なお、図92又は図93に於て、摺動マスキング部材642 は、電着槽6０8

内に於て、(図示省略の)保持部材にて支持されており、そのとき弾性部材にて押圧

して導体6０ に対して弾性力をもって接触させるのが望ましい。

０335 そして、図9０又は図9 2の製造方法によって製造された、図94に例示した絶縁電

線6０3は、横断面矩形の一長辺62０が、導体露出部6０7であるが、図95に示したよ

うに、積み重ね状に巻いた状態で、隣り合う ( 位の)導体6０の絶縁層6０5に、(ｱ
位の)導体6０の導体露出部6０7が接触して、相互の絶縁状態が確保できる。

０336 従って、電気・電子機器の小型ィか高性能ィか高能率ィビの要望に応えて、図95に

示すように、その積み重ねた高さ (厚さ)寸法 は、従来よりも十分に小さくできて、電

気・電子機器のコンパクトィビに貢献できる。

０337 また、上述の小型ィビの要望により、近年、絶縁層6０5の肉厚が極端に薄くなってい
るが、それに伴って、絶縁層6０5内に製造時に形成されるピンホールが、絶縁不良

を起こすとレづ問題が発生している。このような対策として、図94と図95とに示した本

発明に係る絶縁電線6０3は有効であり、絶縁層6０5の肉厚を(2f 未満ではあるが )

増大させることによって、ピンホールが製造時に形成しにくくでき、しかも、コイル状等

に巻いて積み重ね状としたときの全体の厚さ (高さ)寸法を増加させずに済む。

０338 次に、図9 又は図93の製造方法によって製造された、図96に例示した絶縁電線

6０3は、横断面矩形の一短辺6 9が導体露出部6０7であるが、この図96に示した絶

縁電線6０3を、左右方向と上下方向に重ねて巻いた(積み重ね状とした 状態 (図示

省略)では、相互の絶縁状態が確保できると共に、その上下に積み重ねた寸法が、



従来よりも十分に小さくできて、電気・電子機器のコンパクト化に貢献できる。

０339 また、図82に於て、符号Pは、最終製品として使用される際に切断される ピ、ソチを

示し、用途によって、切断位置を変更したり、トソチPを2倍以上にとるも、自由である

。そして、いずれにせよ、図85～図88に於て説明した製造方法によって、絶縁電線

6０3の長手方向の任意の (所望の)位置に接点 (端子部)を容易に形成可能となり、

その実用的な応用範囲は広大であると言る。

０34０ なお、本発明は上述の実施の形態に限定されず、それ以外にも設計変更 自由であ

って、導体6０の横断面形状は、平角状 (つまり、矩形や一文字状や正方形) 以外に

、丸形や六角形状等とであってもよく、また、図82と図84とに例示した幅寸法や厚さ

寸法の長手方向に渡っての変ィビの他に、勾配 (傾斜) 的と段階的の両変ィビを組み合

わせたものであっても、それ以外、種々のものに適用自由である。(勿論、同一断面

形状の導体6０にも適用可能である。)

また、焼付炉6 6及び電着槽6０8として、図85に示したよぅに、各々 個のみを設

ける場合の他に、各々2個以上を配設するも好ま 、場合もあり、そのときには、各々

の電着槽6０8と焼付炉6 6との間に、導体露出部形成装置6 7を配設して、導体露

出部6０7の予定箇所へは絶縁層6０5が被覆しないよぅにする。あるいは、図89に於

て、焼付炉6 6と電着槽6０8とが各々 個の場合を示したが、2点鎖線634 にて示し

た部位に、別の焼付炉6 6と電着槽6０8内を配設しても自由であって、そのときには

、各電着槽6０8内に、可動マスキング部材622 又は摺動マスキング部材642 を設け

る。

０34 1 なお、乾燥装置を、焼付炉6 6の手前に配設しても自由である。

０342 以上のよぅに、本願発明に係る絶縁電線6０3は、導体6０に電着・焼付けした絶縁

層6０5を被覆してなる絶縁電線に於て、絶縁層6０5を形成するための焼付け前の電

着層6 5の部分的な非形成又は部分的な除去によって形成された導体露出部6０7

を具備する構成であるので、従来のよぅに機械的に焼付後の絶縁層6０5を削り取る

手間が省かれて容易に端子を形成できる。また、従来のよぅに、機械的に削り取る際

に発生する微粉塵が本発明のものでは、全く発生せず、電気・電子機器や精密機器

の製造工程中の不良発生を防いで、極めて好ま 、。



０343 次に、本発明は、電着槽6０8内を連続的に通過させつつ導体6０の外面6０2に電

着層6 5を付着形成させる電着層付着工程の後に、導体6０の外面6０2に付着し

た電着層6 5を連続的に焼付ける焼付工程を経て、導体6０の外面6０2に絶縁層6

０5を被覆形成する絶縁電線の製造方法に於て、電着層付着工程と焼付工程の間に

て、導体6０の外面6０2に付着した末硬ィロ状態の電着層6 5を、噴出流体 にて吹

き飛ばして、部分的に電着層6 5を除去し、焼付工程を経て導体6０が部分的に露

出状の導体露出ｧ 6０7を形成する方法であるので、長手方向の所望の位置に容易

かつ簡単に能率良く、端子を形成できる。

０344 また、電着槽6０8内を連続的に通過させつつ導体6０の外面6０2に電着層6 5を

付着形成させる電着層付着工程の後に、導体6０の外面6０2に付着した電着層6

5を連続的に焼付ける焼付工程を経て、導体6０の外面6０2に絶縁層6０5を被覆形

成する絶縁電線の製造方法に於て、電着層付着工程中に、電着槽6０8内にて導体

6０の外面6０2に接触しつつ導体6０の通過走行方向Gと同一方向に移動する可

動マスキング部材622 によって、導体6０を部分的にマスキングし、導体6０の外面

6０2に部分的に電着層6 5を形成させずに、その後の焼付工程にて、導体露出部6

０7を形成する方法によれば、図94や図96に示すよぅに、横断面に於て一部分のみ

であって、かつ、全長に渡って導体露出部7を形成するのが容易であって、大量生

産に好適であり、コイル等として、図95のよぅに全体寸法 のコンパクトィビを図ることが

できる。かつ、導体6０の幅寸法や厚さ寸法が大小変化する場合にも、可動マスキ

ング部材622 は追随して、動くことで、高品質の製品が得られる。

０345 また、電着槽6０8内を連続的に通過させつつ導体6０の外面6０2に電着層6 5を

付着形成させる電着層付着工程の後に、導体6０の外面6０2に付着した電着層6

5を連続的に焼付ける焼付工程を経て、導体6０の外面6０2に絶縁層6０5を被覆形

成する絶縁電線の製造方法に於て、電着層付着工程中に、電着槽6０8内を通過走

行中の導体6０の外面6０2に摺接する摺動マスキング部材642 によって、導体6０

を部分的にマスキングし、導体6０の外面6０2に部分的に電着層6 5を形成させず

に、その後の焼付工程にて、導体露出部6０7を形成する方法によれば、図94や図9

6に示すよぅに、横断面に於て一部分のみであって、かつ、全長に渡って導体露出部



6０7を形成するのが容易であって、大量生産に好適であり、コイル等として、図95の

ように全体寸法 のコンパクトィビを図ることができる。



請求の範囲

金属線の外周面に絶縁被膜を形成した横断面矩形の線状部材であって、その幅

寸法を長手方向に渡って連続的又は段階的に変ィビさせたことを特徴とする線状部材

2 上記金属線の横断面積を該金属線の長手方向に渡って同一となるよぅに形成した

請求項 記載の線状部材。

3 マグネットワイヤに用いられる請求項 又は2記載の線状部材。

4 多数個の凹状スロットと多数個の凸状磁極とを周方向に交互に有するステータコア

と、金属線の外周面に絶縁被膜を形成した横断面矩形のマグネットワイヤと、を備え

、上記スロットの両側面の間隔寸法は該スロットの底部から先端開口部に向かって小

さくなるよぅに形成され、上記マグネットワイヤは上記磁極に巻設されると共に上記ス

ロット内に積層状に挿入され、該マグネットワイヤの幅寸法を上記スロットの底部から

先端開口部に向かって連続的に又は段階的に小さくなるよぅに配設したことを特徴と

するステータ構造。

5 上記マグネットワイヤの上記金属線の横断面積を該金属線の長手方向に渡って同

一となるよぅに形成した請求項4記載のステータ構造。
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Box No. II Observations here certain claims ere found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)

This inte ational search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

I I Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:

Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an
extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:

I I Claims Nos.:

because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box No. Ill Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This nternational Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:
In order that a group of inventions described in claims may comply with

the requirement of unity of invention, the existence of special technical
features is needed for making the grouped inventions so technically relative
as to forma single general inventive concept . From the description of claims,
it is admitted that the grouped inventions of claims 1 - 3 and the grouped
inventions of claims 4 and 5 are correlated only in the matter of "a linear
member having awidth size varied continuous Iy or stepwise over the longitudinal
direction" .

(continued to extra sheet)

I I As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable

claims.

I x I As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of

any additional fee.

I I As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers

only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:

I I No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is
restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

emark on rotest | | 1 1 ona search fees were accompanied by the applicant's protest and, where applicable,

the payment of a protest fee..

The additional search fees were accompanied by the applicant's protest but the applicable protest
fee was not paid withm the time limit specified in the invitation.
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However, this matter cannot be the special technical feature, since
it is described in the prior art by document JP 2006-014530 A (Sumitomo
Electric Industries, Ltd.), 12 January, 2006 (12.01.06), for example.

Hence, it is apparent that this international patent application
has two or more inventions, since the grouped inventions of claims 1
- 3 and the grouped inventions of claims 4 and 5 do not comply with
the requirement of unity of invention.
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A ・ 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 ( I P C

Int.Cl. H01B7/00 (2006. 01) i , H02K3/04 (2006. 01) i

B ・ 調査を行 た分野
調査を行 た最小限資料 国際特許分類 ( I P C )

Int.Cl. H01B7/00, H02K3/04

最小限資料以外の資料で調査を行 た分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1 9 2 2 1 9 9 6 年
日本国公開実用新案公報 1 9 7 1 2 0 0 7 年
日本国実用新案登録公報 1 9 9 6 - 2 0 0 7 年
日本国登録実用新案公報 1 9 9 4 - 2 0 0 7 年

国際調査で使用した電子デ タ ス デ タ スの名称、調査に使用した用語

C ・ 関連する 認められる文献
引用文献の 関連する
カテ ホ 引用文献名 及び 部の箇所が関連する きは、その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号

JP 2006-014530 A (住友電気工業株式会社) 2006. 01. 12, 1-5

[特許請求の範囲] , [0005] [0008] - [0011] [0028] - [0036] 2, 4, 5

[図 5 ] {y ァ な し)

JP 2004-180396 A (株式会社 ステ ック) 2004. 06. 24, 1-5

[特許請求の範囲 [0007] [0040] - [0060], [図 l] - 3] 2, 4, 5

(7 ア な し)

庄 c欄の続きにも文献が列挙 されて る。 テ ト ア に関する別紙を参照。

ホ 引用文献のカテ の日の役に公表 さi た文献
ΓA 特に関連のある文献ではな < 、 般的技術水準を示す ΓT 国際出願 日又は優先 日後に公表 された文献であ て

もの 出願 矛盾するものではな 、発明の原理又は理論
ΓE 国際出願 日前の出願または特許であるが、国際出願 日 の理解のために引用するもの

以後に公表されたもの ΓX 特に関連のある文献であ て、 当該文献のみで発明
ΓL 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性がな 考えられるもの

日若し は他の特別な理由を確立するために引用す ΓY 特に関連のある文献であ て、 当該文献 t 他の 1 以
る文献 理由を付す 上の文献 の、当業者に て自明である組合 に

ΓO 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 よ て進歩性がな 考えられるもの
r p 国際出願 日前で、 優先権の主張の基礎 なる出願 Γ& J 同— / テ ト7 ア V 文献

国際調査を完了した日 国際調査報告の発送 日
; . 0 6 . 2 0 0 7 2 6 . 0 6 . 2 0 0 7

国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官 権限のある職員 4 X 3 3 4 8

日本国特許庁 ( I S A ノ J P ) 山内 達人
郵便番号 1 0 0 - 8 9 1 5

東京都千代田区霞が関三丁目4 番 号 電話番号 03-3581-1 101 内線 3 4 7 7
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C (続き) ・ 関連する 認められる文献
引用文献の 関連する
カテ ホ 用文献名 及び 部の箇所が関連する きは、その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号

X JP 2004-080861 A (住友電気工業株式会社) 2004.03.11, 1, 3, 4

Y [特許請求の範囲]、 [0028] - [0030] 、 [図 1]、 [図 6 ] 2, 5

(7 ァ な し)

X JP 2004-080860 A (住友電気工業株式会社) 2004.03.11, 1, 3, 4

Y [0029] - [0031] 、 [図 1]、 [図 6 ] ( ァ な し) 2, 5

X JP 2005-064044 A (富士重工業株式会社) 2005. 03. 10, 1-3

Y [0023] - [0027] 、 [図 8 ] (7 ァ な し) 4, 5

X JP 62-287515 A (藤倉電線株式会社) 1987. 12. 14, 1, 3

Y 特許請求の範囲、p・3左下欄第 ft-右下欄第 17 、p・4右上欄第 4

A 14-18 、第 2-5 図 (ファ な し) 2, 5

X JP 2003-332134 A (株式会社 ステ ック ) 2003. 11. 21, 1, 3
Y [特許請求の範囲 [0156] [0157] [0178] -- [0182] 7] 4

A [図 19] (7 ア V な し) 2, 5

JP 2006-099995 A (後藤電子 株式会社 ) 2006. 04. 13, 1-5

全文 (7 ア V な し)

JP 2006-100039 A (本田技研工業株式会社 ) 2006. 04. 13, 1-5

全文 (7 ア V な し)

様式 P C T ノ I S A ノ2 1 O (第 2 ジの続き) ( 2 0 0 5年 4 月 )



国際調査報告 国際出(± 願P番号 ノ

第π欄 請求の範囲の 部の調査かてきな きの青見 (第 y の 2 の続き

怯第 条第3項 ( P C T 17条 (2) (a) ) の規定によ 、 この国際調査報告は次の理由によ 請求の範囲の 部に て作
成しな た。

・ 汀 請求の範囲 は、 この国際調査機関か調査をするこ を要しな 対象に係 るものてある。
ま 、

・ 汀 請求の範囲 は、有青義な国際調査をするこ かてきる程度まて所定の要件を備たして
な 国際出願の部分に係 るものてある。 ま 、

・ 汀 請求の範囲 は、従属請求の範囲てぁ てP C T 規則6・4 (a) の第 文及ひ第 文の規定に
従 て記載さ て な 。

第m欄 発明の単 性か欠如して る きの青見 (第 I の の続き

次に述 るょ にこの国際出願に二以上の発明かぁる この国際調査機関は認めた。
求の範囲に記載されて る一群の発明が単一 の要件を満たすには、その一群の発明を単

一の一般 発明概念を形成するよ に連関さ るための、特 Jな技術的特徴の存在が必要であ
る ころ、請求の範囲 -3記載の一群の発明 請求の範囲4，5f 載の一群の発明は、請求の範
囲の記載 らして、 幅寸法を長手方向に渡 て連統的又は段階的に変 さ た線状部材

事項でのみ連関して る 認、める。
し し、この事項は、先行技術文献、JP 2006-014530 A (住友電気工業株式会社 ) 2006. 01. 12

等に記載されており、特 な技術的特徴 t はな り得な 。
そのため、請求の範囲1- 3記載の一群の発明 請求の範囲4，5f 載の一群の発明は、発明の

単一 の要件を満たしておらず、二以上の発明があるこ は明ら である。

・汀 出願人か必要な追加調査手数科をす て期間内に納付したのて、 この国際調査報告は、す ての調査可能な請求
の範囲に て作成した。

・汗 追加調査手数科を要求するまてもな 、す ての調査可能な請求の範囲に て調査するこ かてきたのて、追
加調査手数科の納付を求めな た。

・亡 出願人か必要な追加調査手数科を 部のみし 期間内に納付しな たのて、 この国際調査報告は、手数科の納
付のぁ た次の請求の範囲のみに て作成した。

・口 出願人か必要な追加調査手数科を期間内に納付しな たのて、 この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載
されて る発明に係 る次の請求の範囲に て作成した。

追加調査手数科の異議の中立てに関する住青
r 追加調査手数科及ひ、該当する場合には、異議申立手数科の納付 共に、 出願人 ら異議申立てかあ た。
汀 追加調査手数科の納付 共に出願人 ら異議申立てかあ たか、異議申立手数科か納付命令書に示した期間

内に支払われな た。

Γ 追加調査手数科の納付を伴 異議申立てかな た。

様式 P C T ノ I S A ノ2 1 0 (第 I の続葉 ( 2 ) ) ( 2 0 0 5 年 4 月 )
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