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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　導体（２）と、
　前記導体を取り囲み且つ０．４ｍｍ以下の厚さを有する内側半導層（３）と、
　前記内側半導層を取り囲む絶縁層（４）と、を備えるケーブル（１）の製造方法におい
て、
　内側半導層を押出し成形する第一の押出し成形通路（２５）と、絶縁層を押出し成形す
る第二の押出し成形通路（２６）とを備える押出し成形ヘッド（４０）に対し導体（２）
を所定の供給速度にて供給し、前記第一の押出し成形通路及び前記第二の押出し成形通路
は第一の押出し成形ダイ（２２）によって互いに分離されるようにするステップと、
　内側半導層及び絶縁層を共押出し成形するステップとを備え、前記共押出し成形するス
テップは、
　　内側半導性材料の第一の環状流れと、絶縁性材料の第二の環状流れとを提供するステ
ップと、
　　前記第一の環状流れの内面が導体と接触する接触点（Ｄ）から軸方向距離（ｘ）にて
前記第一の環状流れの外面を前記第二の環状流れの内面に接触させるステップと、
　　内側半導性材料及び絶縁性材料の動粘度（η）の関数として、前記所定の供給速度及
び前記接触点（Ｄ）を組み合わせて選び、前記第一の押出し成形ダイの半径方向内壁にお
ける内側半導層せん断応力と前記接触点に近接する前記第一の押出し成形ダイの半径方向
外壁における絶縁層のせん断応力との間の比が約０．５ないし４の範囲にあるようにする
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ステップと、
　　絶縁層及び内側半導層を導体に圧縮押出し成形するステップと、を備えるケーブルの
製造方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法において、前記軸方向距離（ｘ）は導体の直径の０．５倍以上で
ある、方法。
【請求項３】
　請求項２に記載の方法において、前記軸方向距離（ｘ）は、導体の直径の約０．６倍な
いし約１０倍の範囲にある、方法。
【請求項４】
　請求項３に記載の方法において、前記軸方向距離（ｘ）は、導体の直径の約１倍ないし
約４倍の範囲にある、方法。
【請求項５】
　請求項１に記載の方法において、前記比は、約０．７ないし約３．０の範囲にある、方
法。
【請求項６】
　請求項５に記載の方法において、前記比は約１である、方法。
【請求項７】
　請求項１に記載の方法において、内側半導性材料の環状流れの外面及び絶縁性材料の環
状流れの内面の接触点（Ｃ）は、導体（２）の直径の１．５倍以上である直径（Φ）に配
置される、方法。
【請求項８】
　請求項７に記載の方法において、前記直径（Φ）は、導体（２）の直径の約１．８倍な
いし約４．０倍の範囲にある、方法。
【請求項９】
　請求項８に記載の方法において、前記直径（Φ）は、導体（２）の直径の約２．０倍な
いし約３．０倍の範囲にある、方法。
【請求項１０】
　請求項１に記載の方法において、内側半導層（３）の厚さは、約０．１ｍｍないし約０
．４ｍｍの範囲にある、方法。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の方法において、前記厚さは、約０．２ｍｍないし約０．３ｍｍの範
囲にある、方法。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の方法において、導体（２）は中実なロッドである、方法。
【請求項１３】
　請求項１に記載の方法において、ケーブルコアを得るため、前記絶縁層（４）を取り囲
む外側半導層（５）を提供するステップを更に備える、方法。
【請求項１４】
　請求項１に記載の方法において、ケーブルコアを冷却するステップを更に備える、方法
。
【請求項１５】
　請求項１に記載の方法において、ケーブルコアを乾燥させるステップを更に備える、方
法。
【請求項１６】
　請求項１に記載の方法において、ケーブルコアの回りに金属遮蔽体（６）を提供するス
テップを更に備える、方法。
【請求項１７】
　請求項１６に記載の方法において、衝撃保護要素（７）を金属遮蔽体（６）の回りに取
り付けるステップを備える、方法。



(3) JP 4700061 B2 2011.6.15

10

20

30

40

50

【請求項１８】
　請求項１６に記載の方法において、オーバシース（１０）を金属遮蔽体（６）の回りに
取り付けるステップを更に備える、方法。
【請求項１９】
　請求項１に記載の方法において、前記所定の供給速度は約３０ないし約１００ｍ／分の
範囲にある、方法。
【請求項２０】
　請求項１に記載の方法において、絶縁層（４）の厚さは２．５ｍｍ以下である、方法。
【請求項２１】
　請求項１に記載の方法において、内側半導層（３）は熱可塑性材料にて出来ている、方
法。
【請求項２２】
　請求項１に記載の方法において、絶縁層（４）は熱可塑性材料にて出来ている、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ケーブルの製造方法に関する。
　特に、本発明は、中電圧又は高電圧にて電力を輸送し又は分配する電気ケーブルの製造
方法に関する。
【０００２】
　より具体的には、本発明は、極めて小型の設計の構造体を有する電気ケーブルの製造方
法に関する。
　当該説明において、中電圧という語は、典型的に、約１０ないし６０ｋＶの張力を示す
ために使用し、また、高電圧という語は、６０ｋＶ以上の張力を意味する。全体として、
低電圧という語は、１０ｋＶ以下、典型的に１００Ｖ以上の張力を意味する。極高電圧と
いう語は、また、当該技術にて約１５０又は２２０ｋＶ以上、５００ｋＶまで又はそれ以
上の電圧を規定するため使用される場合もある。
【０００３】
　中電圧又は高電圧にて電力を輸送し又は分配するケーブルは、全体として、内側半導層
、絶縁層、外側半導層によってそれぞれ取り囲まれた金属導体を有している。以下の当該
説明において、上記所定の一続きの要素は「ケーブルコア」という語にて表示する。
【背景技術】
【０００４】
　上記コアの半径方向外側の位置にて、ケーブルには、通常、アルミニウム、鉛又は銅で
出来た金属遮蔽体（又は網）が設けられている。全体として、金属遮蔽体は、管状の形態
に従った形状とされ且つ、密閉性を保証し得るよう溶接し又は密封された連続的な管又は
金属テープから成っている。これと代替的に、金属遮蔽体は複数の金属ワイヤーにて形成
されている。
【０００５】
　金属遮蔽体は、金属遮蔽体とケーブルコアの外側半導層とが直接接触する結果として、
ケーブル内部に、ラジアル型の均一な電界を形成すると同時に、上記ケーブルの外側電界
を打ち消すことによって電気的機能を果たす。
【０００６】
　金属遮蔽体は、また、半径方向への水の侵入に対する障壁を介在させることによりケー
ブルの外側に対する密閉性を提供することもできる。
　金属遮蔽体の更なる機能は短絡電流に抵抗することである。
【０００７】
　単極型の形態において、ケーブルには、上述した金属遮蔽体の半径方向外側の位置にて
重合系オーバシースが設けられる。
　更に、電力を輸送し又は分配するケーブルには、全体として、その外面にて生じる可能
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性のある偶発的な衝撃から上記ケーブルを保護すべく１つ又はより多くの層が設けられて
いる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　例えば、ケーブルを輸送する間又はケーブルを地面に掘った溝内に付設するステップの
間に、ケーブルに対する偶発的な衝撃が生じる可能性がある。上記偶発的な衝撃は、絶縁
層の変形及び絶縁層の半導層からの分離、絶縁層の電気電圧応力に変化を生じさせ、その
結果、上記層の絶縁能力を低下させるであろう損傷を含む、一連の構造的損傷をケーブル
に引き起こす可能性がある。
【０００９】
　現在、例えば、低又は中電圧電力の輸送又は分配のために市場にて利用可能なケーブル
において、偶発的な衝撃に起因する可能な損傷から上記ケーブルを保護し得るよう、通常
、上記衝撃に抵抗することのできる金属外装が設けられている。全体として、上記外装は
、テープ又はワイヤー（スチール製であることが好ましい）の形態とするか又はこれと代
替的に、金属シース（鉛又はアルミニウムにて出来ていることが好ましい）の形態をして
いる。かかるケーブル構造体の一例は米国特許明細書５，１５３，３８１号に記載されて
いる。
【００１０】
　当該出願人の名による欧州特許明細書９８１，８２１号には、上記ケーブルに対し偶発
的な衝撃に対する高抵抗性を付与し得るよう膨張重合系材料の層が設けられたケーブルが
開示されており、この膨張重合系材料の層は、ケーブルコアの半径方向外側に施されるこ
とが好ましい。上記提案された技術的解決策は、従来の金属外装を使用することを不要に
し、これによりケーブルの重量を軽減し且つその製造過程をより容易にするものである。
【００１１】
　当該出願人は、小型なケーブルコアを有するケーブル、すなわち半導層及び絶縁層の厚
さが従来のケーブルに比して減少したケーブルコアの設計を有するケーブルを提供し、ケ
ーブルの寸法及び重量を軽減し、ケーブル全体の電気的及び機械的抵抗性を減少させるこ
となく、その取り扱い、可撓性及び輸送を望ましいように向上させることの必要性を認識
した。
【００１２】
　しかし、当該出願人は、かかる小型のケーブルコアの製造は、所望の結果を提供するの
に不適当である、当該技術にて既知の製造方法を使用することにより実現することはでき
ないことが分かった。
【００１３】
　極めて薄い（すなわち０．４ｍｍ以下の厚さを有する）内側半導層が設けられた小型の
ケーブルコアを製造するために、当該出願人は、ケーブルコアを構成する層を形成する異
なる材料の流れが互いに分離した状態に保たれ、また、形成されるケーブルコアに別個に
押出し成形される既知の押出し成形技術は、妥当な速度にて所望のケーブルコアを製造す
ることを許容しない複数の欠点を招来することが分かった。
【００１４】
　例えば、内側半導層の厚さを顕著に減少させることが望まれる場合、既知のケーブル製
造方法は、長手方向又は半径方向の何れかにて内側半導層の不均質な厚さを形成すること
になり、また、内側半導層をケーブル導体に押出し成形する間、その層が裂けることにな
る。この理由は、押出機ヘッドに沿って動く間、導体が極めて薄く押出し成形した内側半
導層に引っ張り力を加え、これにより上述した欠点を生じさせるためである。工業的生産
性を実現するのを許容するのに十分に速い所定の供給速度（例えば、約３０ｍ／分の従来
の供給速度）にてケーブル導体が押出機ヘッドに沿って動くとき、この特徴は、より大き
い負担となる。このため、押出し成形される極めて薄い内側半導層とケーブル導体の相対
的に速い供給速度とを組み合わせることは、全体として許容できず、従って廃棄される、
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不良なケーブルコアを製造することになる。
【００１５】
　更に、既知のケーブルの製造方法に従い、内側半導層の減少した厚さを得ることが必要
とされる場合、押出し成形通路（内側半導層を押出し成形するために使用される）の長さ
は、その平均高さ（通路の高さは通路の長手方向壁に対し垂直な平面内にて測定される）
よりも感得し得るほど長い。この特徴は、押出し成形通路の断面が減少するため、押出機
ヘッド内の押出し成形圧力を顕著に上昇させ、また、その結果、押出し成形通路に沿って
動く押出し成形した材料の速度を増すことになる。このため、押出機ヘッドにおける圧力
を減少させるため、内側半導層の押出し成形生産量は、押出し成形通路内の内側半導体の
速度を減少させ得るよう低い値に設定され、これにより、ケーブルの製造方法の生産性に
悪影響を与えることになる。
【００１６】
　更に、既知のケーブルの製造方法に従い、内側半導層の厚さを減少させることが要求さ
れる場合、内側半導層の押出し成形通路を形成するダイを正確に製造し且つ（又は）組み
立てることは、押出し成形した材料の流動安定性に顕著に影響を与えることになる。その
結果、押出し成形した材料は、不均質に分配され、また、ケーブル導体への内側半導層の
厚さが不均質となる可能性がある。
【００１７】
　ケーブルの多層要素の単一層を導体に押出し成形される前に、互いに接触させ、ケーブ
ル導体とケーブルの多層要素との間の接触点の上流である位置に多層要素が形成されるよ
うにすることにより、ケーブルの多層要素がケーブル導体に共押出し成形されるようにし
た従来のケーブルの製造方法も既知である。
【００１８】
　例えば、米国特許明細書３，７３７，４９０号には、異なる被覆材料の２つ又はより多
くの層から成る、電気ケーブルの押出し成形した複合的被覆物をフロートダウン法によっ
て連続的に前進するコアの上に製造する方法が開示されている。この方法は、被覆材料の
押出し成形した周方向に連続的な層を押出し成形機の出口端に向けて同時に供給する押出
機のコア管をコアが通過するようにするステップと、押出し成形した層が押出機の出口端
の上流にて完全に且つ緊密に界面接触するようにするステップと、被覆されたコアを密閉
的に密封されたチャンバを通して押出し成形機の出口端まで進め且つ、流体媒質を雰囲気
以上の圧力に保持することにより、このように形成された複合的被覆物を連続的に処理す
るステップと、流体を圧力の下、コア管の内部に注入し且つ、押出し成形した複合的被覆
物を亙る圧力差が押出し成形した複合的被覆物を押出し成形機から出るとき、コアの上に
強固に圧縮するのに十分であるが、押出し成形した複合的被覆物をコア管に沿って後方に
押すのには不十分な程度だけ、流体を流体媒質の圧力よりも低い圧力に維持するステップ
とを備えている。更に、上記明細書には、外側ダイと、ヘッドを通って伸びるコア管の前
端に固定される内側ダイとにより画成された環状押出し成形オリフィスをその出口端に有
する押出し成形機のクロスヘッドが開示されている。押出し成形オリフィスの上流には、
中間ダイがある。プラスチック状態にて半導性ポリエチレンが内側ダイと中間ダイとの間
の環状空間に供給通路を通じて供給され、プラスチック状態のポリエチレンは、供給通路
を通じて中間ダイと外側ダイとの間の環状空間に供給される。中間ダイは、半導性ポリエ
チレン及び絶縁性ポリエチレンの押出し成形した層が押出し成形オリフィスの上流にて完
全に且つ緊密に界面接触するよう、外側ダイに対して配置されている。この方法により、
０．５ｍｍの半径方向厚さの内側半導性の架橋結合可能なポリエチレン層と、２．８ｍｍ
の半径方向厚さの外側絶縁性架橋結合可能なポリエチレン層とを備える複合的被覆物を扇
形状の導体に取り付けることができる。
【００１９】
　米国特許明細書４，０９３，４１４号には、特に電話線の製造方法にて、ケーブル導体
の上に発泡材／該絶縁体を取り付け得るよう熱可塑性絶縁性コンパウンドを共押出し成形
することができるダイが開示されている。上記の特許明細書に従い、絶縁材の供給分が導
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体が貫通して通る先端の端部に接近するに伴い、溶融流れ分離機により、絶縁材の供給分
の間に２つの絶縁性材料層（第一のセル状絶縁層と、該セル状層の上の第二の中実な絶縁
層）を施すため、１つの先端及び１つの押出し成形ダイのみが使用される。溶融流れ分離
機は、絶縁性材料が単一の先端の排出端部に接近する前に、絶縁性材料が合体するのを防
止し、該溶融流れ分離機は、先端の端部から多少後方の距離にて終わり、内側層のセル状
構造体が途絶するのを回避することができる。
【００２０】
　欧州特許明細書５３４，２０８号には、２つの供給通路によって提供される少なくとも
２つの異なるプラスチック材料を共押出し成形する押出し成形ヘッドが開示されており、
該２つの供給通路は、共通の出口ダイに開放し、また、材料の流れを均質にする作用を果
たすスリット形状の均質化帯域内に開放する。内側材料の均質化帯域は、実質的に軸方向
に伸びる一方、外側材料の均質化帯域は、実質的に半径方向に伸びる。細長い物品は、上
記少なくとも２つの異なるプラスチック材料によって外装することができる。
【００２１】
　当該出願人は、ケーブル導体と内側半導層との間の接触点の上流である位置にて押出し
成形した内側半導層が押出し成形した絶縁層と接触する場合、内側半導層（押出し成形さ
れている）にケーブル導体（押出し成形ヘッドに沿って動いている）によって加えられた
引っ張り作用は、内側半導層の厚さと絶縁層の厚さとのそれぞれ合計値から成る厚さに亙
って望ましいように分配されることが分かった。
【００２２】
　このため、内側半導層は、導体と接触するとき、（形成されるケーブルコアの上に内側
半導層及び絶縁層が別個に押出し成形される場合のように）該内側半導層を押出し成形す
るのに適したダイの固定壁によってではなくて、その上に既に押出し成形された絶縁層が
存在することによって、その半径方向外側部分にて限界付けられることのため、既に絶縁
層と共に組み立てられた内側半導層にケーブル導体により加えられた引伸ばし作用によっ
て、導体／内側半導層の境界面にて厚さの非均質さ及び（又は）引裂きが生じることはな
い。
【００２３】
　当該出願人は、極めて薄い内側半導層が設けられた小型のケーブルコアを製造するため
には、ケーブル導体と内側半導層との間の接触点の上流の位置にて内側半導層が絶縁層に
接触するようにし、更に、内側半導性材料を絶縁性材料と結合するステップを実行し（そ
の接触点にて）、接触し且つ押出し成形ヘッドに沿って結合する間、押出し成形した材料
の流動不安定性が生じないようにする必要があることを更に認識した。
【００２４】
　換言すれば、当該出願人は、２つの材料の押出し成形条件（例えば、材料の流れのよう
な工程条件、例えば、往復運動距離及びダイの形態のような幾何学的条件）は、内側半導
層と絶縁層との間の境界面におけるレオロジー特性に影響を与えることを認識した。
【００２５】
　このため、内側半導層の所望の厚さ及びその長手方向均質さが実現されることを保証す
るため、当該出願人は、内側半導層と絶縁層との間の接触点に近接して、内側半導性材料
のせん断応力と絶縁性材料のせん断応力との差は、可能な限り小さく、押出し成形した材
料中の流動不安定性が回避され、又は少なくとも顕著に減少し、また、２つの材料の結合
によって接触する２つの層にて変形が生じないようにする必要があることが分かった。
【００２６】
　詳細には、当該出願人は、内側半導層と絶縁層との間の接触点に近接して、内側半導層
のせん断応力と絶縁層のせん断応力との間の比は、０．５ないし４の範囲になければなら
ないことが分かった。
【課題を解決するための手段】
【００２７】
　その１つの形態に従い、本発明は、



(7) JP 4700061 B2 2011.6.15

10

20

30

40

50

　導体と、
　該導体を取り囲み且つ０．４ｍｍ以下の厚さを有する内側半導層と、
　上記内側半導層を取り囲む絶縁層とを備えるケーブルの製造方法であって、
　内側半導層を押出し成形する第一の押出し成形通路と、絶縁層を押出し成形する第二の
押出し成形通路とを備える押出し成形ヘッドに対し導体を所定の供給速度にて供給し、該
第一の押出し成形通路及び上記第二の押出し成形通路は第一の押出し成形ダイによって互
いに分離されるようにするステップと、
　内側半導層及び絶縁層を共押出し成形するステップとを備え、該共押出し成形するステ
ップは、
　　内側半導性材料の第一の環状流れと、絶縁性材料の第二の環状流れとを提供するステ
ップと、
　　上記第一の環状流れの内面が導体と接触する接触点から軸方向距離にて上記第一の環
状流れの外面を上記第二の環状流れの内面に接触させるステップと、
　　内側半導性材料及び絶縁性材料の動粘度の関数として、上記所定の供給速度及び上記
接触点を組み合わせて選び、上記第一の押出し成形ダイの半径方向内壁における内側半導
層せん断応力と上記接触点に近接する上記第一の押出し成形ダイの半径方向外壁における
絶縁層のせん断応力との間の比が約０．５ないし４の範囲にあるようにするステップとを
備え、
　絶縁層及び内側半導層を導体に圧縮押出し成形するステップを備えるケーブルの製造方
法に関する。
【００２８】
　好ましくは、ケーブル導体の前進する方向に沿って測定した、上記軸方向距離は導体の
直径の０．５倍以上であるものとする。より好ましくは、上記距離は、導体の直径の約０
．６ないし約１０倍の範囲にあるものとする。
【００２９】
　本明細書及び特許請求の範囲において、「接触点付近」という語は、２つの押出し成形
層（すなわち、内側半導層及び絶縁層）のせん断応力は、上記２つの層が往復可能に接触
する直前、すなわち上記２つの層がそれぞれの押出し成形ダイの壁から去る直前に、それ
ぞれの押出し成形ダイの壁（それぞれ半径方向内壁及び半径方向外壁）にて測定されるこ
とを意味する。
【００３０】
　好ましくは、第一の押出し成形ダイの半径方向内壁における内側半導層のせん断応力と
、接触点付近にて第一の押出し成形ダイの半径方向外壁における絶縁層のせん断応力との
比は、約０．７ないし約３．０の範囲にあるものとする。
【００３１】
　より好ましくは、上記比は約１である、すなわち第一の押出し成形ダイの半径方向内壁
における内側半導層のせん断応力は、第一の押出し成形ダイの半径方向外壁における絶縁
層のせん断応力に実質的に等しいものとする。
【００３２】
　本明細書及び特許請求の範囲の記載において、重合系材料で出来た層を「圧縮押出し成
形する」という語は、押出し成形ヘッド内にて、上記重合系材料の圧力は雰囲気圧力以上
であり、また、押出し成形ヘッドの出口において、押出し成形した重合系層の直径は、上
記重合層を形成する作用を果たす押出し成形ダイの内径以上であることを意味する（この
ことは、押出し成形ヘッドの出口において、押出し成形した重合層の直径は、連続的に減
少しないことを意味する）。
【００３３】
　本発明に従って、ケーブルの製造方法は、極めて薄い内側半導層、すなわち０．４ｍｍ
以下の厚さを有する内側半導層を製造することを許容する。
　好ましくは、内側半導層の厚さは、約０．０５ｍｍないし約０．４ｍｍの範囲にあるも
のとする。
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【００３４】
　より好ましくは、内側半導層の厚さは、約０．２ｍｍないし約０．３ｍｍの範囲にある
ものとする。
　国際公開明細書０４／００３９４０号に開示されているように、当該出願人は、ケーブ
ルに対し偶発的な衝撃に対する所定の抵抗を付与するのに適した膨張重合層を備える保護
要素を有するケーブルを提供することにより、従来のケーブルよりもより小型のケーブル
の設計とすることが可能であることが更に分かった。
【００３５】
　実際上、当該出願人は、膨張した重合層を備える保護要素を有するケーブルを提供する
ことにより、ケーブルの絶縁層の厚さを絶縁性材料の電気的強度と適合可能な電気的応力
まで望ましいように減少させることが可能であることが分かった。更に、その電気的及び
機械的抵抗の性質を減少させることなく、ケーブルコアの構造をより小型化し得るよう絶
縁層を取り巻く内側及び外側半導層の厚さを減少させることが可能である。
【００３６】
　好ましくは、本発明の製造方法は、その外側輪郭外形が正円形の断面を有する中実なロ
ッド導体が設けられた電気ケーブルを製造するとき、適したものとする。
　これと代替的に、撚った構造体の外側輪郭外形がその全体を内側半導層により電気的観
点から滑らかにすることのできない複合的導体の組成に起因する不均質部を有しないなら
ば、ケーブル導体は撚った金属ワイヤーにて形成してもよい。
【００３７】
　好ましくは、本発明のケーブルの製造方法は、連続的な方法である、すなわちケーブル
は、中間の休止相又は格納相無しにて製造される。
　本明細書及び特許請求の範囲において、「連続的な方法」とは、所定のケーブルの長さ
を製造するのに必要な時間は、ラインでのケーブルの前進速度に反比例し、このため、導
体の供給と完成したケーブルの巻き取りとの間に中間の休止相が存在しない方法を意味す
る。
【００３８】
　好ましくは、本発明に従った方法のライン速度は約３０ないし約１００ｍ／分の範囲に
あるものとする。
　本発明の方法は、ケーブルコアを得るため、絶縁層を取り囲む外側半導層を提供するス
テップを更に備えている。
【００３９】
　引き続いて、本発明の方法は、例えば、ケーブルコアがその内部を冷却流体が流れる細
長い開放したダクトを通って進むようにすることにより、ケーブルコアを冷却するステッ
プを更に備えている。水は、かかる冷却流体の１つの好ましい例である。
【００４０】
　好ましくは、本発明の方法は、特に、湿気又は水滴のような冷却流体の残留物がケーブ
ルの全体の性能に有害であることが判明した場合、かかる残留物を除去し得るよう冷却し
たケーブルコアを乾燥させるステップを更に備えるものとする。
【００４１】
　更に、本発明の方法は、長手方向に折り重ねた金属シート又はら旋状に巻くワイヤー又
はテープから形成することのできるケーブルコアの回りに金属遮蔽体を提供するステップ
を更に備えている。
【００４２】
　更に、好ましくは、本発明の方法は、衝撃保護要素を金属遮蔽体の回りに取り付けるス
テップを備えるものとする。好ましくは、上記衝撃保護要素は、押出し成形により取り付
けられるものとする。好ましくは、上記衝撃保護要素は、非膨張重合層と、膨張重合層と
を備えるものとする。好ましくは、膨張重合層が非膨張重合層の半径方向外側に配置され
るものとする。好ましくは、非膨張重合層及び膨張重合層は、共押出し成形により取り付
けられるものとする。
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【００４３】
　全体として、本発明の方法は、オーバシースを金属遮蔽体の回りに取り付けるステップ
を更に備えている。好ましくは、オーバシースは、押出し成形により取り付けられるもの
とする。
【００４４】
　最後に、本発明の方法は、更なる冷却ステップと、その後、完成したケーブルをリール
にまとめる巻き取りステップとを更に備えている。
　本発明は、電力を輸送し又は分配する電気ケーブルのみならず、光ファイバコアを含む
併用電力／通信ケーブルにも望ましいように適用可能である。このため、この意味におい
て、本明細書の他の部分及び特許請求の範囲において、「導体」という語は、金属導体又
は複合的電気／光学系の導体を意味するものとする。
【００４５】
　添付図面を参照しつつ、以下の詳細な説明にて更なる詳細を記載する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４６】
　図１には、典型的に、中電圧又は高電圧の範囲内にて使用する設計とされた、本発明の
製造方法により望ましいように得られる電気ケーブルの部分断面図とした斜視図が示され
ている。
【００４７】
　ケーブル１は、導体２と、内側半導層３と、絶縁層４と、外側半導層５とを備えるケー
ブルコアを有している。
　図１に示した好ましい実施の形態に従い、導体２は、銅又はアルミニウムで出来たもの
であることが好ましい金属ロッドである。これと代替的に（図１に図示せず）、導体２は
、コードを形成し得るよう任意の従来の技術に従って共に撚った、好ましくは、銅又はア
ルミニウムのような少なくとも２つの金属ワイヤーを備えている。
【００４８】
　導体２の断面積は、選んだ電圧にて輸送すべき電力に対する関係にて決定される。本発
明の方法にて製造される小型のケーブルの好ましい断面積は１６ないし１，０００ｍｍ２

の範囲にある。
【００４９】
　全体として、絶縁層４は、例えば、ポリオレフィン（異なるオレフィンのホモポリマー
又は共重合体）、オレフィン／エチレン系の不飽和エステル共重合体、ポリエステル、ポ
リエーテル、ポリエーテル／ポリエステル共重合体及びそれらの混合体から選ばれた架橋
結合又は非架橋結合重合系組成物にて出来ている。上記ポリマーの例は、ポリエチレン（
ＰＥ）、特に、線形低密度ＰＥ（ＬＬＤＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、熱可塑性プロ
ピレン／エチレン共重合体、エチレン－プロピレンゴム（ＥＰＲ）又はエチレン－プロピ
レン－ジエンゴム（ＥＰＤＭ）、天然ゴム、ブチルゴム、エチレン／酢酸ビニル共重合体
（ＥＶＡ）、エチレン／メチルアクリレート共重合体（ＥＭＡ）、エチレン／エチルアク
リレート共重合体（ＥＥＡ）、エチレン／ブチルアクリレート共重合体（ＥＢＡ）、エチ
レン／α－オレフィン共重合体及び同様のものである。
【００５０】
　好ましくは、上記絶縁層４は、非架橋結合系重合系材料で出来たものとする。
　当該明細書において、「絶縁性材料」という語は、少なくとも５ｋＶ／ｍｍ、好ましく
は１０ｋＶ／ｍｍ以上の絶縁強度を有する材料を示すために使用される。中／高電圧電力
輸送ケーブルの場合、絶縁性材料は、４０ｋＶ／ｍｍ以上の誘電強度を有する。
【００５１】
　好ましくは、絶縁層４の絶縁性材料は、非膨張重合系材料であるものとする。本発明に
おいて、「非膨張」重合系材料という語は、その構造内に空隙容積が実質的に存在しない
材料、すなわち本明細書の以下に一層良く記載するように、膨張度が実質的に零である材
料を示すために使用される。特に、上記絶縁性材料は、０．８５ｇ／ｃｍ３以上の密度を
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有する。
【００５２】
　典型的に、電力輸送ケーブルの絶縁層は、２以上の誘電定数（Ｋ）を有する。
　共に非膨張である内側半導層３及び外側半導層５は、本発明の方法に従って得られる（
本明細書の以下に詳細に説明するように）、また、重合系基材及び炭素黒（後者は、上記
層を電気的に半導性にするために使用される）は、本明細書の以下に掲げたものから選ば
れるものとする。
【００５３】
　本発明の１つの好ましい実施の形態において、内側及び外側半導層３、５は、非架橋結
合の基本重合系材料、より好ましくは、ポリプロピレンコンパウンドを備えている。
　更に、ケーブル１は、ケーブルコアを取り囲む金属遮蔽体６を更に備えている。図１に
示した実施の形態に従い、金属遮蔽体６は、管となるような形状とされた連続的な金属シ
ートにて出来ている。好ましくは、金属遮蔽体は、アルミニウム又はこれと代替的に、銅
にて出来たものとする。幾つかの場合、鉛を使用することができる。
【００５４】
　金属シート６は、重なり合う端縁が金属遮蔽体を水密とし得るように密封材料が介在さ
れた状態にて外側半導層５の周りに巻き付けられる。これと代替的に、金属シートは溶接
する。
【００５５】
　これと代替的に、金属遮蔽体６は、上記外側半導層５の回りに配置されたら旋状に巻い
た金属ワイヤー又はストリップにて出来たものとする。
　通常、金属遮蔽体は、例えば、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）又はポリエチレン（ＰＥ）の
ような架橋結合又は非架橋結合ポリマー材料から成るオーバシース（図１に図示せず）に
て被覆されている。
【００５６】
　図１に示した実施の形態に従い、ケーブル１１には、金属遮蔽体６に対して半径方向外
側の位置にて保護要素７が設けられている。上記の実施の形態に従い、保護要素７は、２
つの非膨張重合層の間に含まれた膨張重合層９と、外側（第一の）非膨張重合層１０と、
内側（第二の）非膨張重合層８とをそれぞれ備えている。保護要素７は、任意の外部衝撃
を少なくとも部分的に吸収することにより、ケーブルにて生ずる、かかる外部衝撃からケ
ーブルを保護する機能を果たす。
【００５７】
　当該出願人の名による欧州特許明細書９８１，８２１号に従い、膨張重合層９を構成す
る重合材料は、例えば、ポリオレフィン、異なるオレフィンの共重合体、エチレン系不飽
和エステルを有するオレフィンの共重合体、ポリエステル、ポリカーボネート、ポリスル
ホン、フェノール樹脂、尿素樹脂、及びそれらの混合体のような任意の型式の膨張可能な
ポリマーとすることができる。適当なポリマーの例は、ポリエチレン（ＰＥ）、特に、低
密度ＰＥ（ＬＤＰＥ）、中密度ＰＥ（ＭＤＰＥ）、高密度ＰＥ（ＨＤＰＥ）、線形低密度
ＰＥ（ＬＬＤＰＥ）、超低密度ポリエチレン（ＵＬＤＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、
エラストマー的エチレン／プロピレン共重合体（ＥＰＲ）又はエチレン／プロピレン／ジ
エン三元共重合体（ＥＰＤＭ）、天然ゴム、ブチルゴム、エチレン／ビニルエステル共重
合体、例えば、エチレン／酢酸ビニル共重合体（ＥＶＡ）、エチレン／アクリレート共重
合体、特に、エチレン／メチルアクリレート共重合体（ＥＭＡ）、エチレン／エチルアク
リレート共重合体（ＥＥＡ）及びエチレン／ブチルアクリレート（ＥＢＡ）、エチレン／
α－オレフィン熱可塑性共重合体、ポリスチレン、アクリロニトリル／ブタジエン／スチ
レン（ＡＢＳ）樹脂、ハロゲン化ポリマー、特に、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）、ポリウレ
タン（ＰＵＲ）、ポリアミド、テレフタル酸ポリエチレン（ＰＥＴ）又はテレフタル酸ポ
リブチレン（ＰＢＴ）のような芳香族ポリエステル、及びこれらの共重合体又はこれらの
機械的混合物である。
【００５８】
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　本明細書の目的のため、「膨張した」ポリマーという語は、その構造内の「空隙」容積
比率（すなわちポリマーによって占められず、気体又は空気が存在する空間）が典型的に
、上記ポリマーの全容積の１０％以上であるポリマーを意味するものと理解される。
【００５９】
　全体として、膨張したポリマー内の自由空間の比率は、膨張度（Ｇ）にて表現される。
本明細書において、「ポリマーの膨張度」という語は、次式に従って決定されたポリマー
の膨張を意味するものと理解される。
【００６０】
　Ｇ（膨張度）＝（ｄ０／ｄｅ－１）・１００
　ここで、ｄ０は非膨張ポリマーの密度を示し（すなわち、実質的に空隙容積が存在しな
い構造体を有するポリマー）、また、ｄｅは膨張したポリマーにて測定した見掛けの密度
を示す。
【００６１】
　好ましくは、上記膨張した重合層９の膨張度は、２５％ないし１６０％の範囲、より好
ましくは、４０％ないし１４０％の範囲にて選ばれるものとする。
　好ましくは、上記保護要素７の２つの非膨張重合層８、１０は、ポリオレフィン材料に
て出来たものとする。
【００６２】
　２つの非膨張重合層８、１０は、低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）（ｄ＝０．９１０－
０．９２６ｇ／ｃｍ３）、α－オレフィンとのエチレン共重合体、ポリプロピレン（ＰＰ
）、エチレン／α－オレフィンゴム、特に、エチレン／プロピレンゴム（ＥＰＲ）、エチ
レン／ポリプロピレン／ジエンゴム（ＥＰＤＭ）、天然ゴム、ブチルゴム及びそれらの混
合体から成る群から選ばれた重合系材料にて出来たものとすることができる。
【００６３】
　好ましくは、２つの非膨張重合層８、１０は、熱可塑性材料、好ましくは非架橋結合ポ
リエチレン（ＰＥ）のようなポリオレフィンにて出来たものとする。これと代替的に、ポ
リ塩化ビニル（ＰＶＣ）を使用してもよい。
【００６４】
　図１に示した実施の形態において、ケーブル１には、外側半導層５と金属遮蔽体６との
間に配置された止水層１１が更に設けられている。
　本発明の１つの好ましい実施の形態に従い、止水層１１は、当該出願人の名による国際
公開明細書０１／４６９６５号に記載されたように、膨張した、水膨潤性の半導層である
。
【００６５】
　好ましくは、上記止水層１１は、その内部に水膨潤性材料が埋め込まれ又は分散された
膨張した重合材料にて出来たものとする。
　好ましくは、上記止水層１１の膨張可能なポリマーは、上述した重合系材料から選ばれ
るものとする。
【００６６】
　上記止水層１１は、長手方向に向けたケーブル内部への水の侵入に対する効果的な障壁
を提供することを目的とする。
　水膨潤性材料は、全体として、重合系鎖に沿って親水性基を有するホモポリマー又は共
重合体から成っており、例えば、架橋結合し且つ少なくとも部分的に塩化したポリアクリ
ル酸（例えば、Ｃ．Ｆ．ストックハウゼン（Ｓｔｏｃｋｈａｕｓｅｎ）ＧｍｂＨからのカ
ブロック（Ｃａｂｌｏｃ）（登録商標名）又はグレインプロセッシング（Ｇｒａｉｎ　Ｐ
ｒｏｃｅｓｓｉｎｇ）カンパニーからのウォーターロック（Ｗａｔｅｒｌｏｃｋ）（登録
商標名）の製品）、澱粉又はアクリルアミドとアクリル酸ナトリウムとの間にて共重合体
と混合させたその誘導体（例えば、ヘンケル（Ｈｅｎｋｅｌ）ＡＧからのＳＧＰアブソー
ベントポリマー（Ａｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ｐｏｌｙｍｅｒ）（登録商標名））、カルボキシ
メチルセルロースナトリウム（例えば、ハーキュレス（Ｈｅｒｃｕｌｅｓ）インクからの
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ブラノーズ（Ｂｌａｎｏｓｅ）（登録商標名）の製品）である。
【００６７】
　更に、止水層１１の膨張した重合材料は、半導性となるよう改質することができる。
　重合系マトリックスに添加すべき炭素黒の量は、使用されるポリマー及び炭素黒の型式
、得ようとする膨張度、膨張剤などに依存して変更可能である。このため、炭素黒の量は
、膨張した材料に対し十分な半導性の性質を与え、特に膨張した材料に対し室温にて５０
０Ω・ｍ以下、好ましくは２０Ω・ｍ以下の体積抵抗率の値が得られるようにする必要が
ある。典型的に、炭素黒の量は、ポリマーの重量に対して重量比にて１ないし５０％の範
囲、好ましくは３ないし３０％の範囲とすることができる。
【００６８】
　止水層１１の好ましい膨張度の範囲は１０％ないし５０％である。
　更に、ケーブル１に対し半導性の止水層１１を提供することにより、望ましいように外
側半導層５の厚さを減少させることができ、それは、外側半導層５の電気的性質は、上記
止水半導層によって部分的に提供されるからである。このため、上記の特徴は、外側半導
層の厚さ、従ってケーブルの全体的な重量を減少させることに望ましいように寄与するこ
とになる。
【００６９】
　図２には、単極電気ケーブルのコアを製造する従来の押出し成形ヘッドの長手方向断面
図の部分図が示されている。
　ケーブル導体２は、供給リールから巻き戻され、三層押出し成形ヘッドが設けられた押
出し成形装置内に供給され、該装置は、導体２に内側半導層３´と、絶縁層４´と、外側
半導層５´とを堆積させ得るよう共通の押出し成形ヘッド内に流れる３つの別個の押出機
を備えている。
【００７０】
　図２には、それ自体既知であり、従ってその全体を図示しない押出し成形装置の三層押
出し成形ヘッド２０の長手方向断面図の部分図が示されている。
　押出し成形ヘッド２０は、雄型ダイ２１と、第一の中間ダイ２２と、第二の中間ダイ２
３と、雌型ダイ２４とを備えている。上記のダイは、互いに同心状に重なり合い且つ、導
体２の軸線Ｚ－Ｚから半径方向に伸びる上述した順序にて配置されている。
【００７１】
　より特定的には、矢印Ａは、内側半導層３´が雄型ダイ３１と第一の中間ダイ３２との
間に設けられた導管２５を通って押出し成形される位置の半径方向外側の位置におけるケ
ーブル導体２の前進方向を示す。絶縁層４´は、第一の中間ダイ２２と第二の中間ダイ２
３との間に配置された導管２６を通る内側半導層３´の半径方向外側位置にて押出し成形
される。外側半導層５´は、第二の中間ダイ２３と雌型ダイ２４との間に配置された導管
２７を通って絶縁層４´の半径方向外側位置にて押出し成形される。
【００７２】
　矢印Ｂは、押出し成形ヘッド２０からのケーブルコアの排出方向を示す。
　当該技術にて既知の従来の製造方法に従い、また、導体２が供給リール（図示せず）か
ら巻き戻される間、図２に部分的に且つ、概略図的に示したように押出し成形ヘッド２０
が設けられ、内側半導層３´、絶縁層４´及び外側半導層５´の重合系組成物は、それぞ
れ別個に、例えば、導管２５、２６、２７のそれぞれ上流に配置された別個のホッパを使
用することにより、押出機（図示せず）の各々の入口に別個に供給される。
【００７３】
　上記重合系組成物の製造には、重合系基材をその他の成分（例えば、フィラー又は添加
物）と予め混合するステップを必要とし、該予め混合するステップは、例えば、接線式ロ
ータ型（バンベリー（Ｂａｎｂｕｒｙ））又は内部侵入型ロータの内部ミキサー又はコ－
ニーダ（Ｋｏ－Ｋｎｅａｄｅｒ）型の連続的なミキサー（例えば、バス（Ｂｕｓｓ）が製
造するもの）又は同一方向に回転し又は反対方向に回転する２つのスクリューを有する型
の連続型ミキサーのような、押出し成形過程の上流の装置にて実行される。
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【００７４】
　重合系組成物の各々は、全体として、粒状体の形態にて相応する押出機に供給され且つ
可塑化される、すなわち、熱の入力を通じて（押出機の外側シリンダを介して）また、ス
クリューの機械的な作用を通じて溶融状態に変換され、該スクリューは重合系材料を加工
し且つ、その材料を相応する押出し成形ダクト内にそのダクトの出口に向けて押し込んで
所望の被覆層を形成する。
【００７５】
　図２に示した従来の押出し成形ヘッド２０に従い、ケーブルコアの構成層（すなわち内
側半導層３´、絶縁層４´及び外側半導層５´）を形成する異なる材料の流れは、互いに
分離した状態に保たれ且つ、形成されるケーブルコアに別個に押出し成形される。
【００７６】
　詳細には、図２に明確に示すように、最初に、内側半導層３´は直接、ケーブル導体２
に押出し成形され、その後、絶縁層４´が内側半導層３´に押出し成形され（後者は導体
２と既に結合されている）、また、最後に、絶縁層４´が既に内側半導層３´と結合され
ているとき、外側半導層５´は絶縁層４´に押出し成形される。
【００７７】
　かかる特定の押出し成形順序は、図２に概略図的に且つ部分的に示したダイ組立体によ
って得ることができ、この図面に従い、第一の中間ダイ２２は、雄型ダイ２１よりも長い
軸方向伸長距離を有し（導体の前進方向に沿って）、このため、内側半導性材料は、ケー
ブル導体２に直接、押出し成形される。
【００７８】
　詳細には、第一の中間ダイ２２には、ケーブル導体２に対して同軸状に配置された伸長
部分２８が設けられており、該伸長部分は、内側導体層３´を導体２まで案内すると共に
、該内側導体層を十分に長い距離、従って十分に長時間、導体に押し付けられた状態を維
持し、均一で且つ均質な内側半導層の厚さが得られるようにする機能を果たす。
【００７９】
　図３は、本発明の製造方法にて使用される押出し成形ヘッド４０の長手方向断面図の部
分図であり、図２の構成要素と同様又は同一である図３の構成要素は、本明細書にて同一
の参照番号で表示されている。
【００８０】
　本発明の製造方法に従い、内側半導層３は、接触点Ｄの上流に配置された位置Ｃにて絶
縁層４と接触し、この接触点Ｄにおいて、ケーブル導体２及び内側半導層３は往復状態に
接触する。
【００８１】
　詳細には、本発明の押出し成形ヘッド４０において、第一の中間ダイ２２は、雄型ダイ
２１の軸端部に対して後方に動き（導体の前進方向に沿って）、このため、内側半導性材
料（これは、導管２５に沿って押出し成形される）の環状流れ及び絶縁性材料（これは導
管２６に沿って押出し成形される）の環状流れは、ケーブル導体２の上に堆積される前に
互いに接触する。このようにして、内側半導層は、該内側半導層が絶縁層と共に流れると
き、導体２と接触することが許容される。
【００８２】
　好ましくは、接触点Ｃ、すなわち内側半導性材料の環状流れの外面及び絶縁性材料の環
状流れの内面が互いに接触する点は、接触点Ｄに対して軸方向距離ｘに、すなわち内側半
導層が導体２と接触する点に配置されるようにする。
【００８３】
　好ましくは、上記距離ｘは導体の直径の０．５倍以上であるものとする。
　本明細書にて、「軸方向距離」という語は、軸方向距離に沿って、すなわち導体の前進
方向に沿って計算した距離であることを意図する。
【００８４】
　好ましくは、上記距離ｘは、導体の直径の約０．６倍ないし約１０倍の範囲、より好ま
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しくは、導体の直径の約１倍ないし約４倍の範囲にあるものとする。
　好ましくは、接触点Ｃは、ケーブル導体の長手方向軸線Ｚ－Ｚに対して導体の直径の１
．５倍以上である直径Φに配置されるものとする。
【００８５】
　好ましくは、上記直径Φは、導体の直径の約１．８倍ないし約４倍、より好ましくは、
導体の直径の約２倍ないし約３倍の範囲にあるものとする。
　図４は、先行技術に従い、押出し成形ヘッド２０内にてダイ２１、２２により形成され
た環状導管内を流れる内側半導層の材料の速度分布５０及びせん断応力の分布６０と共に
、面ｘ１により特定された特定の長手方向位置にて測定した、同一先行技術の押出し成形
ヘッドにおけるダイ２２、２３により形成された環状導管内を流れる絶縁層の材料の速度
分布５０´及びせん断応力分布６０´を示す、概略図的で且つ部分図である。
【００８６】
　当該技術にて既知であるように、せん断応力тは、１つの流体層が隣接する流体層の上
を摺動するため上回らなければならない摩擦力である。所定の温度のとき、流体のせん断
応力тは、せん断速度γと関係している（すなわちγ＝ｄγ／ｄｔ）。
【００８７】
　せん断速度は、速度分布プロフィールの勾配である。
　その最も簡単な型式にて、ニュートン流体に対し、この関係は次のようになる。
　т＝η＊γ
　ここでηは、検討した流体の動粘度である。
【００８８】
　検討中の材料に対する場合のように、非ニュートン流体のとき、算術的関係はより複雑
な形態をとる。
　т＝ｆ（Ｔ，γ）
　全体として、押出し成形ヘッドの関連する環状導管を通って流れる流体材料の速度分布
プロフィール５０、５０´は、流体の最高速度が流れのかさに相応して得られる、すなわ
ち導管を画成する固定面から最も遠方の位置にて得られる一方、流体材料の速度は導管の
外径に相応し、且つ導管の内径に相応して零となるようなものである、すなわち図４の速
度分布プロフィール５０に関して示したように、ｒ＝Ｒ´、ｒ＝Ｒ´´となるようなもの
である。
【００８９】
　かかる速度分布プロフィールに相応して、せん断応力の分布プロフィール６０、６０´
となる。
　図４に図示するように、せん断応力тは、流れのかさに相応して、すなわち環状導管を
画成する固定面から最も遠方の位置にて零となる一方、せん断応力тは導管の外径に相応
し、また、導管の内径に相応し（すなわちトレッド表面付近にて）その最大の絶対値とな
る。
【００９０】
　かかるせん断応力の分布プロフィールから、内側半導層３のような薄い厚さの層の場合
、せん断応力は顕著に大きく、また、そのせん断応力は、導管の断面積が減少するのに伴
い益々増大し、特に、環状導管は導体に向けて収斂するため、流れる材料が接触点Ｄに向
けて動く間のこの流れる材料の速度は増大すると指摘することができる。
【００９１】
　この状況は、内側半導体材料が導体と接触し、その最終的な外径に到達する迄、同一で
ある。
　本発明に従った押出し成形ヘッド４０において、図５に示すように、ダイ２２の端部点
Ｃの直前における位置ｘ１にて、速度５０´´、５０´´´、せん断速度６０´´、６０
´´´の分布プロフィールは、図４に関して説明したものと実質的に同一である。
【００９２】
　しかし、内側半導層及び絶縁層の流れが既に接触している点である端部点Ｃの直ぐ下流
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の位置ｘ２において、状況は変化する。
　実際上、内側ダイ（２１）及び外側ダイ（２３）との接触点付近における２つの材料の
速度は、零に近く又は零に等しいままである一方、２つの流れる材料の間の境界面にて、
２つの速度Ｖ１、Ｖ２は実質的に同一となる。
【００９３】
　その結果、速度が零からその最大値まで緩やかに変化することが許容されるとき、かか
る速度変化は、内側半導層及び絶縁層の厚さの全体を通って生じ、相応するせん断速度は
より小さい最大値に達し、また、特に、せん断速度は、２つの材料の境界面にて零に近く
なる。
【００９４】
　流れが導体に向けて収斂することにより、流れに対する断面積が減少するため、全体的
な流れ速度は増大するが、内側半導層及び絶縁層は共に流れるため、内側半導層が導体２
と接触する迄、最大のせん断速度が維持される。
【００９５】
　好ましくは、内側半導層及び絶縁層の流れが接触する長手方向位置（すなわちダイの端
部Ｃの位置）は、第一の中間ダイ２２の半径方向内壁における内側半導層３のせん断応力
と接触点Ｃに近接した、第一の中間ダイ２２の半径方向外壁における絶縁層４のせん断応
力との間の比が約０．５ないし４の範囲にあるものとする。
【００９６】
　本発明を更に説明するため、以下に幾つかの一例としての実施例を掲げる。
　実施例１（本発明の場合）
　図１に示した型式の単極中電圧ケーブルを製造した。
【００９７】
　本発明の目的のため、ケーブルコア（すなわち内側半導層３、絶縁層４及び外側半導層
５）の製造のみを図３に示した押出し成形ヘッド４０によって実行した。
　ケーブル導体は、アルミニウムにて出来ており且つ、１５０ｍｍ２の断面積を有する中
実なロッドとした。導体の前進速度は約６０ｍ／分に設定した。
【００９８】
　本発明の製造方法を使用して、厚さ０．２ｍｍの内側半導層（ポリエチレン共重合体Ｈ
ＦＤＡ－０８０１－ダウケミカルズ（Ｄｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ）の商品）、厚さ４．０
ｍｍの絶縁層（ボーリアリス（Ｂｏｒｅａｌｉｓ）が製造する商品名ＬＥ４２０１に基づ
く架橋結合したポリプロピレン）及び厚さ０．２ｍｍの外側半導層（ポリエチレン共重合
体ＨＦＤＡ－０８０１－ダウケミカルズの商品）を製造した。
【００９９】
　形態２５Ｄ（すなわち軸長さがその直径の２５倍）の９０ｍｍの押出機（イタリア、ブ
ストアルシジオ（Ｂｕｓｔｏ　Ａｒｓｉｚｉｏ）（ＶＡ）のコンストルジオニ・メカニシ
ェルイギ・バンデラ（Ｃｏｓｔｒｕｚｉｏｎｉ　Ｍｅｃｃａｎｉｃｈｅ　Ｌｕｉｇｉ　Ｂ
ａｎｄｅｒａ）Ｓ．ｐ．Ａ．）及び形態３０Ｄの１６０ｍｍの単軸バンデラ押出機及び形
態２５Ｄの９０ｍｍのバンデラ押出機を使用して内側半導層、絶縁層及び外側半導層をそ
れぞれ堆積させた。
【０１００】
　接触点Ｃ、すなわち内側半導性材料の環状流れの外面及び絶縁性材料の環状流れの内面
が互いに接触する点は、ケーブルの長手方向Ｚ－Ｚに沿って接触点Ｄから測定して、導体
の直径の０．６９倍に等しい軸方向距離ｘに配置した。
【０１０１】
　内側半導性材料の押出し成形出力は、３３．５ｋｇ／時にて一定にする一方、絶縁性材
料の押出し成形出力は、７２０ｋｇ／時にて一定にした。
　接触点Ｃに相応する内側半導性材料の環状流れの内径（すなわち、点Ｅにおける雄型ダ
イ２１の内径である。該点は、導体の軸線Ｚ－Ｚに対して垂直な平面Ｙ－Ｙと雄型ダイと
を交差させ且つ、第一の中間ダイ２２を点Ｃにて接触させることにより得られる）は２５
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．２ｍｍとした。
【０１０２】
　内側半導性材料の環状流れの外径（すなわち点Ｃにおける第一の中間ダイ２２の直径）
は２６．４ｍｍとした。
　接触点Ｃに相応する絶縁性材料の環状流れの内径は２６．４ｍｍとした。
【０１０３】
　絶縁性材料の環状流れの外径（すなわち点Ｆにおける第二の中間ダイ２３の外径である
。上記点は、第二の中間ダイを面Ｙ－Ｙと交差させることにより得られる）は３６．８ｍ
ｍとした。
【０１０４】
　内側半導性材料及び絶縁性材料の押出し成形温度は１３０℃にて一定とした。
　内側半導性材料及び絶縁性材料の押出し成形出力、その押出し成形温度及びダイの幾何
学的形態を一定にすることにより、第一の中間ダイの半径方向内壁における内側半導層の
せん断応力と接触点Ｃに近接する第一の中間ダイの半径方向外壁における絶縁層のせん断
応力との間の比（すなわち往復状に接触する前）は、押出し成形温度及びせん断速度の関
数として、上記材料の動粘度（内径１ｍｍ、長さ２０ｍｍのキャピラリが設けられた型式
のゴットフェルト試験用レオメータレオグラフ２００１型を使用してキャピラリレオメト
リック分析法によって測定）を考慮に入れて計算した。
【０１０５】
　詳細には、表１、表２には、中間半導性材料及び絶縁性材料の押出し成形温度及びせん
断速度のそれぞれ関数として動粘度が示されている。
　　　　　　　　　　　　　　表１
　　　　　　　　　　　内側半導性材料
　　　　　　　　　　　ダウケミカルズのＨＦＤＡ－０８０１
　　せん断速度　　　　　　　　　動粘度　　　　　　　　　　　　温度
　　（ｓ－１）　　　　　　　　　（Ｐａ＊ｓ）　　　　　　　　　　（℃）
　　　１０　　　　　　　　　　２６１３０　　　　　　　　　　１１０
　　　５０　　　　　　　　　　１０３８０　　　　　　　　　　１１０
　　１００　　　　　　　　　　　６５４５　　　　　　　　　　１１０
　１０００　　　　　　　　　　　１１１４　　　　　　　　　　１１０
　２５００　　　　　　　　　　　　５１９　　　　　　　　　　１１０
　　　１０　　　　　　　　　　２６３７０　　　　　　　　　　１２０
　　　５０　　　　　　　　　　　９４０４　　　　　　　　　　１２０
　　１００　　　　　　　　　　　５８８６　　　　　　　　　　１２０
　１０００　　　　　　　　　　　１０３８　　　　　　　　　　１２０
　２５００　　　　　　　　　　　　４８２　　　　　　　　　　１２０
　　　１０　　　　　　　　　　２４６６０　　　　　　　　　　１３０
　　　５０　　　　　　　　　　　８８６７　　　　　　　　　　１３０
　　１００　　　　　　　　　　　５５６８　　　　　　　　　　１３０
　１０００　　　　　　　　　　　１００３　　　　　　　　　　１３０
　２５００　　　　　　　　　　　　４６９　　　　　　　　　　１３０
　　　　　　　　　　　　　　　　表２
　　　　　　　　　　絶縁性材料
　　　　　　　　　　ボーリアリスのＬＥ　４２０１
　　せん断速度　　　　　　　　　動粘度　　　　　　　　　　　　温度
　　（ｓ－１）　　　　　　　　　（Ｐａ＊ｓ）　　　　　　　　　　（℃）
　　　１０　　　　　　　　　　　８２２２　　　　　　　　　　１２０
　　　５０　　　　　　　　　　　２３７７　　　　　　　　　　１２０
　　１００　　　　　　　　　　　１４９８　　　　　　　　　　１２０
　１０００　　　　　　　　　　　　３４０　　　　　　　　　　１２０
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　２５００　　　　　　　　　　　　１６７　　　　　　　　　　１２０
　　　１０　　　　　　　　　　　７３２７　　　　　　　　　　１３０
　　　５０　　　　　　　　　　　２０５１　　　　　　　　　　１３０
　　１００　　　　　　　　　　　１２７８　　　　　　　　　　１３０
　１０００　　　　　　　　　　　　２７７　　　　　　　　　　１３０
　２５００　　　　　　　　　　　２５００　　　　　　　　　　１３０
　内側半導層のせん断応力と絶縁層のせん断応力との比は３．７であった。
【０１０６】
　ケーブルコアの構成要素について光学的検査を実行し（例えば、走査電子顕微鏡により
）、このことは、内側半導層及び絶縁層の均質で且つ均一な厚さ（半径方向及び長手方向
に向けた）及びその境界面に裂け目又は欠陥が存在しないことを確認した。
【０１０７】
　実施例２（本発明の場合）
　図１に示し且つ実施例１にて説明した型式の単極中電圧ケーブルを製造した。
　本発明の目的のため、ケーブルコア（すなわち内側半導層３、絶縁層４及び外側半導層
５）の製造のみを図３に示した押出し成形ヘッド４０によって実行した。
【０１０８】
　ケーブル導体は、アルミニウムにて出来ており且つ、１５０ｍｍ２の断面積を有する中
実なロッドとした。導体の前進速度は約５８ｍ／分に設定した。
　本発明の製造方法を使用して厚さ０．２ｍｍの内側半導層（表３に示した半導性材料に
て出来ている）及び厚さ２．６ｍｍの絶縁層（表３に示した絶縁性材料にて出来ている）
及び厚さ０．２ｍｍの外側半導層（表３に示した半導性材料にて出来ている）を製造した
。
【０１０９】
　　　　　　　　　　　　　　　　表３
　　　　　　　　　　　　　　内側及び外側　　　　　　絶縁層
　　　　　　　　　　　　　　半導層
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（重量％）　　　　　　　（重量％）
アドフレックス（Ａｄｆｌｅｘ）　　　　６０．４　　　　　　　　－
（登録商標名）Ｑ２００Ｆ
ハイファックス（Ｈｉｆａｘ）　　　　　　　－　　　　　　　　４７
（登録商標名）ＣＡ７３２０Ａ
モプレン（Ｍｏｐｌｅｎ）　　　　　　　　　－　　　　　　　　４７
（登録商標名）ＲＰ２１０Ｇ
エンサコ（Ｅｎｓａｃｏ）　　　　　　　３３　　　　　　　　　　－
（登録商標名）２５０Ｇ
ジャリーレック（Ｊａｒｙｌｅｃ）　　　　６　　　　　　　　　　５．４
（登録商標名）Ｅｘｐ３
イルガノックス（Ｉｒｇａｎｏｘ）　　　　０．４　　　　　　　　０．４
（登録商標名）ＰＳ８０２
イルガノックス　　　　　　　　　　　　　０．２　　　　　　　　０．２
（登録商標名）１０１０
アドフレックス（Ａｄｆｌｅｘ）（登録商標名）Ｑ２００Ｆ：融点１６５℃溶融エンタル
ピー３０Ｊ／ｇ、ＭＦＩ０．８ｄｇ／分及び曲げ弾性率１５０ＭＰａを有するプロピレン
ヘテロ相共重合体（ベーゼル（Ｂａｓｅｌｌ）の商品）；
ハイファックス（Ｈｉｆａｘ）（登録商標名）ＣＡ７３２０Ａ：高ゴム含有率の熱可塑性
ポリオレフィン（ベーゼルの商品）；
モプレン（Ｍｏｐｌｅｎ）（登録商標名）ＲＰ２１０Ｇ：ポリプロピレンランダム共重合
体（ベーゼルの商品）；
エンサコ（Ｅｎｓａｃｏ）（登録商標名）２５０Ｇ：ファーネス炭素黒（エラケムヨーロ
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ッパ（Ｅｒａｃｈｅｍ　Ｅｕｒｏｐｅ）の商品）；
ジャリーレック（Ｊａｒｙｌｅｃ）（登録商標名）Ｅｘｐ３（エルフアトケム（Ｅｌｆ　
Ａｔｏｃｈｅｍ）の商品）：ジベンジルトルエン（ＤＢＴ）；
イルガノックス（Ｉｒｇａｎｏｘ）（登録商標名）ＰＳ８０２（酸化防止剤）：チオジプ
ロピオン酸ジステアリル（チバスペシャリティケミカルズ（Ｃｉｂａ　Ｓｐｅｃｉａｌｔ
ｙ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ）の商品）；
イルガノックス（登録商標名）１０１０（酸化防止剤）：ペンタエリスリチル（ｐｅｎｔ
ａｅｒｉｔｈｒｉｔｙｌ）－テトラキス－（３－（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロ
キシ－フェニル）－プロピオン酸（チバスペシャリティケミカルズの商品）。
【０１１０】
　形態２５Ｄの９０ｍｍのバンデラ押出機、形態３０Ｄの１６０ｍｍの単軸バンデラ押出
機及び形態２５Ｄの９０ｍｍのバンデラ押出機を使用して内側半導層、絶縁層及び外側半
導層をそれぞれ堆積させた。
【０１１１】
　接触点Ｃ、すなわち内側半導性材料の環状流れの外面及び絶縁性材料の環状流れの内面
が互いに接触する点は、接触点Ｄから導体の直径の０．６９倍に等しい軸方向距離ｘに配
置した。
【０１１２】
　内側半導性材料の押出し成形生産量は、３２．６ｋｇ／時にて一定にする一方、絶縁性
材料の押出し成形生産量は、４５０ｋｇ／時にて一定にした。
　接触点Ｃに相応する内側半導性材料の環状流れの内径は２５．２ｍｍとした。
【０１１３】
　内側半導性材料の環状流れの外径は２６．４ｍｍとした。
　接触点Ｃに相応する絶縁性材料の環状流れの内径は２６．４ｍｍとした。
　絶縁性材料の環状流れの外径は３６．８ｍｍとした。
【０１１４】
　内側半導性材料及び絶縁性材料の押出し成形温度は２３０℃に設定した。
　内側半導性材料及び絶縁性材料の押出し成形出力、その押出し成形温度及びダイの幾何
学的形態を一定にすることにより、第一の中間ダイの半径方向内壁における内側半導層の
せん断応力と接触点Ｃに近接する第一の中間ダイの半径方向外壁における絶縁層のせん断
応力との間の比（すなわち往復状に接触する前）は、押出し成形温度及びせん断速度の関
数として、上記材料の動粘度（内径１ｍｍ及び長さ２０ｍｍのキャピラリが設けられた型
式のゴットフェルト実験用レオメータレオグラフ２００１を使用してキャピラリレオメト
リック分析法によって測定）を考慮に入れることにより計算した。
【０１１５】
　詳細には、表４、５には、押出し成形温度と、内側半導性材料及び絶縁性材料のせん断
速度のそれぞれ関数として、動粘度が示されている。
　　　　　　　　　　　　　　　　表４
　　　　　　　　　　　　　内側半導性材料
　　　　　　　　　　　　（表３に示したように）
　　せん断速度　　　　　　　　　動粘度　　　　　　　　　　　　温度
　　（ｓ－１）　　　　　　　　　（Ｐａ＊ｓ）　　　　　　　　　　（℃）
　　　１０　　　　　　　　　　　６１０６　　　　　　　　　　１８０
　　　５０　　　　　　　　　　　２７３５　　　　　　　　　　１８０
　　１００　　　　　　　　　　　１７５８　　　　　　　　　　１８０
　１０００　　　　　　　　　　　　３２９　　　　　　　　　　１８０
　２５００　　　　　　　　　　　　１６７　　　　　　　　　　１８０
　　　１０　　　　　　　　　　　５８６６　　　　　　　　　　２００
　　　５０　　　　　　　　　　　２６２９　　　　　　　　　　２００
　　１００　　　　　　　　　　　１６０４　　　　　　　　　　２００
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　１０００　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　２００
　２５００　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　２００
　　　　　　　　　　　　　　　　表５
　　　　　　　　　　　　　　絶縁性材料
　　　　　　　　　　　　　（表３に示したように）
　　せん断速度　　　　　　　　　動粘度　　　　　　　　　　　　温度
　　（ｓ－１）　　　　　　　　　（Ｐａ＊ｓ）　　　　　　　　　　（℃）
　　　１０　　　　　　　　　　　６０２４　　　　　　　　　　１７０
　　　５０　　　　　　　　　　　２３２８　　　　　　　　　　１７０
　　１００　　　　　　　　　　　１５５５　　　　　　　　　　１７０
　１０００　　　　　　　　　　　　３３６　　　　　　　　　　１７０
　２５００　　　　　　　　　　　　２２４　　　　　　　　　　１７０
　　　１０　　　　　　　　　　　４６４０　　　　　　　　　　１９０
　　　５０　　　　　　　　　　　１９５４　　　　　　　　　　１９０
　　１００　　　　　　　　　　　１３３５　　　　　　　　　　１９０
　１０００　　　　　　　　　　　　２６７　　　　　　　　　　１９０
　２５００　　　　　　　　　　　　１３２　　　　　　　　　　１９０
　　　１０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２１０
　　　５０　　　　　　　　　　　３５８２　　　　　　　　　　２１０
　　１００　　　　　　　　　　　１６２８　　　　　　　　　　２１０
　１０００　　　　　　　　　　　　２３４　　　　　　　　　　２１０
　２５００　　　　　　　　　　　　１１７　　　　　　　　　　２１０
　内側半導層のせん断応力と絶縁層のせん断応力との比は３．０に等しくした。
【０１１６】
　ケーブルコアの構成要素にて光学的検査を実行し（例えば、走査型電子顕微鏡により）
、この検査は、内側半導層及び絶縁層の均質で且つ均一な厚さ（半径方向及び長手方向へ
の）を確認し、また、その境界面に裂け目又は欠点が存在しないことを確認した。
【０１１７】
　実施例３（本発明の場合）
　実験例２と同様のケーブルを製造し、その唯一の相違点は、内側半導性材料の押出し成
形生産量は３３．５ｋｇ／時にて一定にし、絶縁性材料の押出し成形生産量は７２０ｋｇ
／時にて一定にした点である。
【０１１８】
　内側半導層のせん断応力と絶縁層のせん断応力との間の比は２．６に等しくした。
　実施例１、２にて説明したように実行した光学的検査の結果、内側半導層及び絶縁層の
厚さが均質で且つ均一であり（半径方向及び長手方向）、また、その境界面に裂け目又は
欠点が存在しないことが分かった。
【０１１９】
　実施例４（本発明の場合）
　実験例２のケーブルと同様のケーブルを製造し、その唯一の相違点は、１）内側半導層
の押出し成形生産量は２３．９ｋｇ／時にて一定にし、２）絶縁性材料の押出し成形生産
量は、７２０ｋｇ／時にて一定にし、３）導体の前進速度を約４３ｍ／分に設定し、４）
絶縁層の厚さを約５．５ｍｍにした点である。
【０１２０】
　内側半導層のせん断応力と絶縁層のせん断応力との間の比は２．４に等しくした。
　実施例１、２にて説明したように実行した光学的検査の結果、内側半導層及び絶縁層の
厚さが均質で且つ均一であり（半径方向及び長手方向）、また、その境界面に裂け目又は
欠点が存在しないことが分かった。
【０１２１】
　実施例５（比較例）
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　図１に示し且つ実施例２にて説明した型式の単極の中電圧ケーブルを製造した。
　ケーブル導体は、アルミニウムにて出来ており且つ、１５０ｍｍ２の断面積を有する中
実なロッドとした。導体の前進速度は約５８ｍ／分に設定した。
【０１２２】
　本発明の製造方法を使用することにより、厚さ０．２ｍｍの内側半導層（ポリエチレン
共重合体ＨＦＤＡ－０８０１－ダウケミカルズの商品）、厚さ２．６ｍｍの絶縁層（ボー
リアリスが製造するＬＥ４２０１という商品名に基づく架橋結合したポリプロピレン）及
び厚さ０．２ｍｍの外側半導層（ポリエチレン共重合体ＨＦＤＡ－０８０１－ダウケミカ
ルズの商品）を製造した。
【０１２３】
　形態２５Ｄの９０ｍｍのバンデラ押出機、形態３０Ｄの１６０ｍｍの単軸バンデラ押出
機、形態２５Ｄの９０ｍｍのバンデラ押出機を使用して内側半導層、絶縁層及び外側半導
層をそれぞれ堆積させた。
【０１２４】
　接触点Ｃ、すなわち内側半導性材料の環状流れの外面及び絶縁性材料の環状流れの内面
が互いに接触する点は、接触点Ｄから導体の直径の０．２４倍に等しい軸方向距離ｘに配
置した。
【０１２５】
　内側半導性材料の押出し成形生産量は、３２．６ｋｇ／時にて一定にする一方、絶縁性
材料の押出し成形生産量は４５０ｋｇ／時にて一定にした。
　接触点Ｃに相応する内側半導性材料の環状流れの内径は１８．０ｍｍとした。
【０１２６】
　内側半導性材料の環状流れの外径は１８．５ｍｍとした。
　接触点Ｃに相応する絶縁性材料の環状流れの内径は１８．５ｍｍとした。
　絶縁性材料の環状流れの外径は３３．０ｍｍとした。
【０１２７】
　内側半導性材料及び絶縁性材料の押出し成形温度は１３０℃に設定した。
　内側半導性材料及び絶縁性材料の押出し成形出力、その押出し成形温度及びダイの幾何
学的形態を一定にすることにより、第一の中間ダイの半径方向内壁における内側半導層の
せん断応力と接触点Ｃ付近の第一の中間ダイの半径方向外壁における絶縁層のせん断応力
との間の比（すなわち往復状に接触する前）は、押出し成形温度及びせん断速度の関数と
して、上記材料の動粘度（内径１ｍｍ及び長さ２０ｍｍのキャピラリが設けられた型式の
ゴットフェルト試験用レオメータレオグラフ２００１型を使用してキャピラリレオメトリ
ック分析法によって測定）を考慮することにより計算した。
【０１２８】
　詳細には、表１及び表２には、内側半導性材料及び絶縁性材料に対する押出し成形温度
及びせん断速度のそれぞれ関数として、動粘度が示されている。
　内側半導層のせん断応力と絶縁層のせん断応力との比は１０．１に等しくした。
【０１２９】
　ケーブルコアの構成要素にて光学的検査を実行し（例えば、走査型電子顕微鏡により）
、また、内側半導層及び絶縁層の内部貫入（すなわち上記層の非均質で且つ非均一な厚さ
）及び上記層の境界面の一部分にて内側半導層の裂け目が検出された。
【図面の簡単な説明】
【０１３０】
【図１】本発明の製造方法により得られた電気ケーブルの斜視図である。
【図２】単極電気ケーブルを製造する従来の方法に従った押出し成形ヘッドの長手方向部
分断面図である。
【図３】本発明の製造方法に従った押出し成形ヘッドの長手方向部分断面図である。
【図４】環状導管を通って流れるニュートン流体の速度分布及びせん断応力の分布状態の
概略部分図である。
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【図５】環状導管を通って流れる非ニュートン流体の速度分布及びせん断応力の分布状態
の概略部分図である。

【図１】 【図２】
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