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[M)] (57) Abstract: Provided are a wire winding method and a wire winding machine,
in which aligning performance of particularly the first layer, a positional stability of
a cross-point, and so on can be maintained in the progress of thinning of a wire, de¬

creasing of the diameter of a winding core, diversifying of the sectional surface of
a winding core and so on, whereby the wire can be wound at a higher speed and a
preparation time is not required to take so much for alteration of a product. During
a period from the start of winding of the first layer up to the completion of the wind¬
ing, a fixation side winding frame (32), a wire guide (40) and a tension device (not
shown in the figures) are set to remain unchanged in position relationship. During
the same period up to the completion of the first layer winding, a winding core (17)
and a movable side frame (14) are intermittently separated by every predetermined
amount with respect to the fixation side winding frame (32). By such a separation,
a predetermined gap (G) compatible with an outer diameter of a wire (39) is main¬
tained between the wire (39) already wound and the fixation side winding frame (32)
at a position where a new wire (39) is then wound. Under these conditions, the wire
supplied from the tension device enters into the maintained gap and is successively
wound around the winding core (17), whereby the first layer winding is carried out.

(57) 要約 課題1 線材細線化、巻芯小径化、巻芯断面多様化等が進む
中、特に 層目の整列性、クロスポイン ト位置安定性等が維持でき、依っ
て、よ り高速での巻回が可能で、製品変更時の段取 りにも時間が掛からな
い巻線方法及び巻線機を提供する。 解決手段 ] 1 層目の巻回に於て、
その終了まで、固定側巻枠 3 2 、ワイヤーガイ ド4 0 及び不図示テンシ
ン装置は、それらの位置関係が不変 とされており、同じ < 該 1 層 目の巻
回終了まで、巻芯 1 7 及び可動側巻枠 1 4 は、固定側巻枠 3 2 に対 し所定
量づつ間畝的に離間され、該離間により、そのとき線材 3 9 が巻回されて
い 位置に於て、そこに先に巻回されている線材 と固定側巻枠 3 2 と
の間に当該線材の外径に適合する所定の間隙 が維持されているもので
あり、これらの状態下で、テンシ ン装置から供給 された線材が前記維
持 されている間隙に進入 し、順次巻芯 1 7 に巻回されて 層 目の巻回が
実行される。
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目主

技術分野
「0 0 本発明は巻線方法及び巻線機に関し、特に細線が使用される小型のボビンレスコ

イルの巻回に好適な巻線方法及び巻線機に関する。

背景技術
「0002 電子機器の小型化に伴い、ボビンレスコイルの小型化が進んでいる。これに従い、

材料たる線材 (ヮイヤ) が年々細線ィヒされて来ている。巻芯も、小径化、断面形状多

様化が進んでいる。これらに伴って、コイルの 屑 目の整列性維持が益々重要になっ
て来ている。整列性が悪いと、2 屑 目以降が巻乱れを起し易いからである。ここに、断

面形状多様化とは、巻芯の断面が円形や少しの楕円ではなく、扁平率の大きな楕円

や、長辺に比し短辺が 、さい長方形、或いは多角形、それらの世か田線である形状

などにされて来ていることを謂ぅ。

この線材整列性向上を目的として、例えば特許文献4 に示されるょぅな巻線機があ

る。本出願人も、特許文献 5 に示される巻線機を出願している。ほかに特許文献 ～
特許文献 3 に示すょぅな巻線機もある。

特許文献 : 特開平4 753０3 号公報

特許文献 2 : 特開平5 47579号公報

特許文献 3 : 特公平7 747 号公報

特許文献4 : 特開平8 225244号公報

特許文献 5 : 特開2 ００7 294549号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００3 巻線機に限らず、凡そ生産機械といぅものは、常に生産性の向上が求められる。こ

の場合、上記線材の細線化、巻芯小径化、断面形状多様化等は、この生産性向上

の妨げになる。

何故なら、先ず線材の細線化に関しては、その径が細くなるに従い、線材巻付け位



置の制御が離しくなり、線材整列性が悪化し易いからである。ここに、線材巻付け位

置とは、ワイヤーガイドを通過した線材が、まさしく巻芯に巻付けられるその位置を謂

っ。

０００4 また、線材が細くなればそれだけ腰が弱くなる。このため、生産速度を上げるべく線

材供給速度を上げると、線材の通過経路、例えば線材が出発するボビンとテンション

装置との間、テンション装置とワイヤーガイドとの間、ワイヤーガイドと巻付け位置との

間といった所で、線材がブレや振動を起し易い。

これが、線材巻付け位置の微妙なズレや送り速度の脈流化を葡し、線材整列性を

悪くする一因となる。特に、ワイヤーガイドの前後で生ずるブレや振動は、整列性に

かなり影響を与えると推測される。

０００5 更に、巻芯小径化、断面形状多様ィヒも、生産性向上の妨げになり易い。何故なら、

これらは、巻乱れを防ぐ上で重要な留意事項であるクロスポイントの位置を不安定に

し、それが線材の整列性を悪化させ、或いは段取りに時間が掛かる一因となり得るか
らである。

即ち、巻線機では、クロスポイントの位置を安定させるため、位置決め治具の回伝

角と巻芯の回伝角とを正確に整合させている。一例を図7に示す。図に於て、9 は

位置決め治具、92は治具キャップ、93は巻芯である。

０００6 ここで、位置決め治具9 、治具キャッ 92、及び巻芯93の回伝角の各某準線は、

揃って真上に指向していると仮定する。この某準線は で代表する。本来は治具キ

ャッ 92の回伝中心から上方に延仲すべきだが、線材導入満94との角度を表すた

め、巻芯93の長手側直線辺に対し、その位置を合わせている。治具キャッ の内

壁面中央の2点鎖線で示される小判形は巻芯93の当接位置を表す。

各某準線が揃って真上に指向しているとき、線材導入満94は、この某準線より7～
０度だけ反時計方向に指向される (図7)。これでコイルのクロスポイント位置が安定

する。

０００7 従って、生産品目の変史で、各治具9 92及び巻芯93を交換する場合は、この

治具キャップ92と巻芯93の回転角度の関係をキチンと維持する必要がある。

しかし、上述した巻芯の小径化、断面形状多様化は、この関係の維持を困難にす



る。何故なら、小径であるため、或いは断面形状複雑であるため、線材の巻芯への進

入角に微妙に影響し、クロスポイントの位置を不安定にする可能性があるからである

０００8 また、位置決め治具9 と、治具キャッ 92及び巻芯93とは、別々のスピンドルで回

伝されている (スピンドルは位置決め治具側の9 5のみ図示)。この事も、クロスポイント

位置不安定化の一因になっている。勿論、夫々のスピンドルは同期して回伝されて

いる。しかし、電気的に同期を取るにしろ、機械的に同期を取るにしろ、回転角を整

合させ或いはそれを維持するのは、それなりの工夫と手間が要る。

０００9 本発明の目的は、上記課題を解決し、線材の細線化、巻芯の小径化、巻芯断面多

様化等が進む中で、特に 屑 目の整列ャ生、クロスポイント位置安定性等が維持でき、

従って、より高速での巻回が可能であり、製品変史時の段取りにも時間が掛からない

巻線方法及び巻線機を提供することにある。

課題を解決するための手段

００1０ 上記 目的達成のため、請求項 の巻線方法では、第 の巻枠と、該第 の巻枠に対

向して配置された第2の巻枠と、該第2の巻枠に摺動可能に挿通された巻芯と、該巻

芯に巻回されていく線材を案内するワイヤーガイドと、該ワイヤーガイドに向って線材

を供給する供給手段とを備え、 屑 目の巻回に於て、その終了まで、前記第2の巻枠

、前記ワイヤーガイド及び前記供給手段は、それらの位置関係が不変とされており、

同じく該 屑 目の巻回終了まで、前記巻芯及び前記第 の巻枠は、前記巻回の進行

に従って前記第2の巻枠から逐次離間され、該離間により、そのとき線材が巻回され

ていく位置に於て、そこに先に巻回されている線材と前記第2の巻枠との間に当該線

材の外径に適合する所定の間隙が維持されているものであり、これらの状態下で前

記供給手段から供給された線材が前記維持されている間隙に進入し、順次巻芯に

巻回されて 屑 目の巻回が実行される。

００11 また、請求項 の構成を引用する請求項2の巻線方法では、 屑 目の最初の巻回に

ついて、その開始前から終了迄の間に、前記第 の巻枠が前記第2の巻枠に向って

一且付勢される。

また、請求項2の構成を引用する請求項3の巻線方法では、前記 屑 目の巻回終



了までの、前記巻芯及び前記第 の巻枠の、前記第2の巻枠からの離間が、

に実行される。

また、請求項 乃至請求項3の何れかの構成を引用する請求項4の巻線方法では、

線材が 回又は所定回巻回される毎に、その 回又は所定回の巻回の終了付近で、

前記第 の巻枠及び巻芯が前記第2の巻枠に向って一且付勢され、そのあと直ぐこ

の付勢の直前の位置に復帰される。

００12 また、請求項 乃至請求項4の何れかの構成を引用する請求項5の巻線方法では、

2屑 目以後の巻回に於ても、前記ワイヤーガイド及び前記供給手段は、その位置関

係が不変とされており、且つ、そのときの線材巻付け位置も、前記ワイヤーガイド及び

前記供給手段に対してその位置関係が不変であるよぅに、前記第 の巻枠、前記第2

の巻枠及び巻芯が移動され、当該屑の巻回が実行される。

また、請求項 乃至請求項5の何れかの構成を引用する請求項6の巻線方法では、

前記第 の巻枠が前記巻芯に向って付勢されており、前記巻芯が移動されるとき前

記第 の巻枠も該巻芯に押されて移動する。

００13 また、請求項7の巻線機では、第 の巻枠と、該第 の巻枠に対向して配置された

第2の巻枠と、該第2の巻枠に摺動可能に挿通された巻芯と、該巻芯に巻回されてい
く線材を案内するワイヤーガイドと、該ワイヤーガイドに向って線材を供給する供給手

段と、前記各手段を作動させる制御手段とを備え、 屑 目の巻回に於て、その終了ま

で、前記第2の巻枠、前記ワイヤーガイド及び前記供給手段は、それらの位置関係が

不変とされており、同じく該 屑 目の巻回終了まで、前記巻芯及び前記第 の巻枠は

、前記巻回の進行に従って前記第2の巻枠から逐次離間され、該離間により、そのと

き線材が巻回されていく位置に於て、そこに先に巻回されている線材と前記第2の巻

枠との間に当該線材の外径に適合する所定の間隙が維持されているものであり、こ

れらの状態下で前記供給手段から供給された線材が前記維持されている間隙に進

入し、順次巻芯に巻回されて 屑 目の巻回が実行される。

００14 また、請求項7の構成を引用する請求項8の巻線機では、 屑 目の最初の巻回につ

いて、その開始前から終了迄の間に、前記第 の巻枠が前記第2の巻枠に向って一

且付勢される。



また、請求項8の構成を引用する請求項9の巻線機では、前記 屑 目の巻回終了ま

での、前記巻芯及び前記第 の巻枠の、前記第2の巻枠からの離間が、間敵的に実

行される。

また、請求項7乃至請求項9の何れかの構成を引用する請求項 ０の巻線機では、

線材が 回又は所定回巻回される毎に、その 回又は所定回の巻回の終了付近で、

前記第 の巻枠及び巻芯が前記第2の巻枠に向って一且付勢され、そのあと直ぐこ

の付勢の直前の位置に復帰される。

００15 また、請求項7乃至請求項 ０の何れかの構成を引用する請求項 の巻線機では

、2屑 目以後の巻回に於ても、前記ワイヤーガイド及び前記供給手段は、その位置関

係が不変とされており、且つ、そのときの線材巻付け位置も、前記ワイヤーガイド及び

前記供給手段に対してその位置関係が不変であるよぅに、前記第 の巻枠、前記第2

の巻枠及び巻芯が移動され、当該屑の巻回が実行される。

また、請求項7乃至請求項 の何れかの構成を引用する請求項 2の巻線機では

、前記第 の巻枠が前記巻芯に向って付勢されており、前記巻芯が移動されるとき前

記第 の巻枠も該巻芯に押されて移動する。

また、請求項7乃至請求項 2の何れかの構成を引用する請求項 3の巻線機では

、前記巻芯が、回伝角度は不変で且つ軸方向への摺動は自在であるよぅに前記第

の巻枠と係合されている。

発明の効果

００16 上記各公報記載の発明を始めとして、従来の巻線方法或いは巻線機では、その通

過経路における線材のブレ或いは振動といったものに対し、特に注目はされて来な

かった。

即ち、従来の巻線方法或いは巻線機では、 屑 目の巻回の際、所謂ワイヤーガイド

をトラバースしている。即ち、線材の巻付け位置の移動に追随してワイヤーガイドを移

動している。

００17 請求項 の巻線方法及び請求項7の巻線機では、 屑 目の巻回に於て、このワイヤ

ーガイドがトラバースされない。即ち、これら各発明では先ず、 屑 目の巻回の終了ま

で、第2の巻枠、ワイヤーガイド及び供給手段の位置関係が不変とされる。この状熊



で線材巻回が実行される。

これにより、線材の走行軌跡は不変となる。腰の弱い線材でもブレや振動は起こり

にくくなる。

００1 8 そして、請求項 の巻線方法或いは請求項 7 の巻線機では、 屑 目の巻回で、上記

ワイヤーガイドのトラバースに代え、第 の巻枠及び巻芯の、第 2 の巻芯からの離間 (

移動 ) が実行される。この離間は、そこで先に巻回されている線材と第 2 の巻枠との間

に、当該線材の外径に適合する間隙が維持されるよぅに実行される。そこにワイヤー

ガイドから到来する線材が進入する。

これら二つの構成が相乗し、請求項 又は請求項 7 の巻線方法又は巻線機では、

屑 目の線材整列が一屑桔繊になり、従来より高速での線材巻回を可能にする。

００1 9 また、線材は巻芯一巻き分の長さの中でも外径に微妙な大小がある。これも線材整

列性に影響を与える。本出願人の出願に係る特開2 ００7 294549公報の発明では

、 屑 目の線材巻回に於て、一巻き毎にその位置を矯正し、 屑 目の各一巻きを、吉

わば若かず離れずの位置関係にしている ( 詳細については、上記公報の記載を援用

する。)

００2 ０ 本願発明でも、これと同様のことが出来る。その為には、一回伝当りの第 の巻枠及

び巻芯の離間最を微妙に調整すれば良い。即ち、実施の形態例なら、巻芯の引出し

呈を微妙に調整すれば良い。例えば、先ず当該線材について、一巻き分の長さの中

で、その外径のばらつきを計測する。これを何箇所かについて実行し、その平均値を

求める。この値を一巻き当りの巻芯引出し呈とする。

こぅすれば、一巻きごとの各線材が、その一巻きの中の或る回伝角では互いに密着

し、別の回伝角では微妙に離間しているとレづよぅに、若かず離れずの状態になる。

実際には、何度か試してみて適正な引出し呈を設定する。

００2 1 この若かず離れずの状態が、前出の発明以上に的確に実現出来る。第 2 の巻枠、

ワイヤーガイド及び供給手段の位置関係が不変とされているからである。

本発明では、離間されるのは巻芯の方である。即ち、そのとき迄に巻回された線材

の方である。巻芯に向って行く線材 自身は走行軌跡不変である。従って、巻付け位

置が安定し、その位置が一屑正確になり、若かず離れずの微妙な状態が所望のとお



り実現される。

なお、ワイヤガイドの位置を正対位置より性かに第2の巻枠寄りとするのも良い。こう

すると、線材が第2の巻枠の内壁面を僅かに擦りつつ巻芯に巻き付けられて行くこと

になる。巻付け位置が更に正確になり、好ましい結果が得られる。ここに正対位置と

は、そのとき巻き付けられて行く線材が、巻芯の回伝軸に対し垂直になる位置を謂う

００22 屑 目の最初の巻回について、第 の巻枠を第2の巻枠に向って一且付勢するのも

良い(請求項2、請求項8)。即ち、個々の巻枠の構造によって違いはあるものの、巻

芯に巻回される線材は、始端から線材導入満38、そして巻芯に巻付けられていく間

で、その向きが変更される。

第 の巻枠と第2の巻枠との間は、線材ほぼ 本分しか空けられていないので、線

材はそこで維持されている隙間の形状どおりにはなる。しかし、癖は幾らか残ってい

る。仮に自由な状態に置いたなら、巻芯に巻き付けられていく部分の線材は第2の巻

枠側に幾らか弧を描く。

００23 それ故、このように、巻回の最初に於て、第 の巻枠を第2の巻枠に向って一且付

勢してやると、線材は、二つの巻枠に挟まれて、その弧状部分が直線状へと癖付けさ

れる。これにより、 巻 目は、仮に自由な状態に置いたとしても、第 の巻枠の内壁面

に沿う平坦なリングになる。

従って、 巻 目と2巻 目の線材が、全体で密着し、コイルの整列性が向上する。特に

巻 目の巻始め部分が、2巻 目の線材と完全に平行する状態になり、両者は良く密着

する。始端がバラけにくいボビンレスコイルとなる。

００24 屑 目の最初の巻回について、上記のように、第 の巻枠を第2の巻枠に向って一

且付勢すると共に、 屑 目の巻回終了までの、前記巻芯及び前記第 の巻枠の、前

記第2の巻枠からの離間を、間敵的に実行するのも良い(請求項3、請求項9)

上述したように、巻回の最初に於て、第 の巻枠を第2の巻枠に向って一且付勢し

てやると、 巻 目は平坦なリングになる。これは、第 の巻枠の内壁面に対してと同様

に、第2の巻枠の内壁面に対しても平行になるとレぢことである。巻き付けられて行く

線材の行く手に存在する間隙、即ち 巻 目の線材と第2の巻枠内壁面との間の間隙



は、その全周に丘って、ほぼ同一の幅を保つ。

従って、ここに於けるように離間を間敵的に実行してやると、この2巻 目の巻き付け

のほぼ終りまで、間隙がより正確に維持されていることになり、巻き付け位置が一屑正

確になる。3巻 目以降についても同様である。

００25 線材が 回巻回される毎に、その 回の巻回の終了付近で、第 の巻枠及び巻芯を

第2の巻枠に向って一且付勢しても良い(請求項4、請求項 ０)

こうすると、そのとき巻回された 巻き分の線材が、その 回前に巻回された線材に

一瞬押付けられる。線材表面の熱融若屑は、このとき加熱されて所定の溶融状態に

あり、この押付けで、両者の熱融若屑はその全周に於て融若する。

そのあと直ぐ、第 の巻枠と巻芯とを、この一且付勢直前の位置に復帰させる。その

とき巻回された線材は、上記融若した夫々の融若屑の弾力で押し戻され、第2の巻

枠との間は所定の間隙に戻る。

００26 回毎ではなく、2回とか3回とかの、所定回を巻回する毎に、この一且付勢を実行

しても良い。そのあと直ぐに、第 の巻枠と巻芯とを、この一且付勢直前の位置に復

帰させる。同じように、そのとき巻回された線材と第2の巻枠との間は所定の間隙に戻

る。

この形式でもほぼ同様の効果が期待できる。但し、この所定回数が多すぎると、一

且付勢による融若効果は期待しにくくなる。

００27 請求項 又は請求項7の発明では、 屑 目の巻回に於て位置関係を不変にした。2

屑 目以降の巻回に於ても、位置関係不変にすると良い(請求項5、請求項 )。即ち

、先ず、2屑 目以降については、その前の屑の整列が良ければ巻乱れは生じにくい。

従って、従来のものと同様に、ワイヤーガイドをトラバースさせても構わない。コイルの

幅が狭ければトラバース無しも成り立つかも知れない。

しかし、2屑 目以降の巻回でも、供給手段、ワイヤーガイド及び巻付け位置の位置

関係を不変にすると、線材の整列がもっと確実になる。それは、第 の巻枠、第2の巻

枠及び巻芯を一緒に移動することで実現される。こうすれば、供給手段づワイヤーガ

イドづそのときの巻付け位置に至る線材の通行軌跡は、2屑目以降でも不変となり、2

屑 目以降の整列が一屑確実となる。巻回の高速化にも耐えられる。



００28 第 の巻枠を巻芯に向って付勢しておくのも良い(請求項6、請求項 2)。こぅすると

巻芯が移動されるとき、それに押されて第 の巻枠も移動され、第 の巻枠を移動さ

せる機構が不要になる。

００29 巻芯を、回伝角度は不変で且つ軸方向には摺動自在であるよぅに、第 の巻枠に

係合させても良い(請求項 3)。例えば、回伝軸方向へ延仲するキ一満と、これに係

合するキ一とで両者を係合する。これで、両者は回伝軸方向には摺動可能な状態で

一緒に回伝する。

こぅすれば、これらを一本のスピンドルで回伝できる。従って、第 の巻枠と巻軸とを

細部品に出来る。これで、従来のよぅに位置決め治具 (の線材導入満) と巻芯間の回

伝角整合に気を造ぅ必要が無くなる。

図面の簡単な説明

００3０ 図 本願各発明に係る第 の実施の形態例の巻線機を示す正面図。

図2 第 の実施の形態例の可動側巻枠 4、巻芯 7、固定側巻枠32等を取出して

示す斜視図。

図3 第 の実施の形態例に於ける 屑 目の線材の巻回手順を示す正面図。

図4 2屑 目の線材巻回について、第 の実施の形態例の手順、即ちワイヤーガイド4

0をトラバースさせる巻回手順を示す正面図。

図5 2屑 目の線材巻回について、第2の実施の形態例の手順、即ち可動側巻枠 4

、巻芯 7及び固定側巻枠32を一緒に移動させる場合の巻回手順を示す正面図。

図6 屑 目線材巻回について、第3の実施の形態例の手順、吉わば巻芯繰出し型

を示す正面図。

図7 従来の巻線機に於ける位置決め治具9 と巻芯93との回伝角の関係を示す斜

視図。

図8 第 の実施の形態例に於て、線材39が 回巻回される毎に、その 回の巻回の

終了付近で、可動側巻枠 4及び巻芯 7を固定側巻枠32に向って一且付勢する様

子を示す正面図。

符号の説明

００3 1 …垂直線 G …間隙



某底部 2 フロノク左

3 フロノク右 4 主シャフト

5 主モータ 6 外筒

7 第 垂直ブレート 8 スピントル摺動用モータ

9 駆動用スクリュー ０ スリーフ左

受けねし 2 スプラインシャフト雌型

3 可動側スピントル 4 可動側巻枠

6 巻芯摺動什 7 巻芯

8 堤状のキ一 9 偕

2 可動側スピントル回伝用プ一リ 22 スプラインシャフト雌型プ一リ

23 可動側ヘルト 24 支承アーム

26 第2垂直ブレート 2 7 ェアシリンタ

28 駆動什 29 スリーフ右

3 固定側スピントル 32 固定側巻枠

33 巻芯挿通孔 34 固定側スピントル回伝用プ一リ

36 主シャフト右プ一リ 3 7 ヘルト右

38 線材導入偕 39 線材

4０ ワイヤカイト 4 2 巻芯

4 3 固定側巻枠 44 可動側巻枠

4 5 巻芯収容孔 5０ 巻線機
。

9 位置決め冶具 92 冶具キャノフ

93 巻芯 94 線材導入偕

9 5 スピントル (位置決め冶具側)

発明を実施するための最良の形態

以下、本発明の祥細を図示実施の形態例に某いて説明する。図 に実施の形態例

の巻線機 5０の正面を示す。各部は原則断面て示しているか、見にくくなるのてハノ

チンクはしない。図3～図6についても同様とする。図2に可動側巷枠 4、固定側巷

枠32、巻芯 7等を示す。この図2については符号を付すのみとし、説明は略す。な



お、巻線機の構造については、前掲の各公報を始め、特開2００5 6657 号公報

、特開2００ ０2 9 号公報、特開平 ０ ０4628 号公報等て良く知られている

。それ故、ここては実施の形態例の説明に必要と思科される部分のみ示す。

００3 3 図 に於て、 は某底部てあり、その左側にはフロノク左2 か、右側にはフロノク右3

か立段されている。フロノク左2 の上部にはスリーフ左 ０か挿通固定されている。こ

れに外筒 6 か摺動可能に保持されている。スリーフ左 ０の左側上下の短い二点鎮

線は、ヒス又はホルトを表す。他の二点鎖線についても同様てある。

外筒 6 の左端には、第 垂直ブレート7 か取若されている。その中央下側にはスピン

トル摺動用モータ8 か配置されている。その出力軸には駆動用スクリュー9 か連結さ

れている。フロノク左2 には受けねし か挿通固定されている。駆動用スクリュー9 は

これに螺合されている。スピントル摺動用モータ8 か回動されると第 垂直ブレート7

及ひ外筒 6 は左右に移動する。

００3 4 第 垂直ブレート7 の下部にはスプラインシヤフト雌型 2 か回伝自在に支承されて

いる。フロノク左2 の下部には主シヤフト4 か挿通されている。その左側は断面四角の

スプラインシヤフトとされている。これか前記スプラインシヤフト雌型 2 に挿通されてい

る。これにより、主シヤフト4 は第 垂直ブレート7 に回伝自在且つ摺動自在に支承さ

れ、その回伝はスプラインシヤフト雌型 2 に伝達される。主シヤフト4 の右側はフロノ

ク右3 に挿通され回伝自在に支承されている。

００3 5 主シヤフト4 は、フロノク石3 の右側に配置された主モータ5 て回伝される。この主モ

ータ5 の回伝制御を始め、各部品、各部材の作動制御は、マイクロコンピュータから

成る不図示制御装置て実行される。

外筒 6 の内側には可動側スピントル 3 か回伝自在に支承されている。外筒 6 の左

側は前述したよぅに第 垂直ブレート7 に挿通固定されている。従って、スピントル摺

動用モータ8 の回動て、この可動側スピントル 3 とその右端に取若された可動側巻

枠 4 も左右に摺動する。

００3 6 可動側スピントル 3 の中心には巻芯摺動什 6 か挿通されている。可動側巻枠 4

の中心には巻芯 7 か摺動可飴に保持されている。この巻芯 7 か前記巻芯摺動汗

6 と連結されている。



巻芯 7の左側には堤状のキ一 8か図の上下に対称に形成されている。可動側ス

ピントル 3の内周には、これに対応して、軸方向に延仲する偕 9か図の上下対称

に形成されている。ここに前記堤状のキ一 8か係合されている。これにより、巻芯 7

は軸方向には摺動可能てある一方て卓独ては回伝せす、可動側スピントル 3と一

緒に回伝する。

００37 可動側スピントル 3の左側には可動側スピントル回伝用プ一リ2 か取若されてい

る。その下側に位置するスプラインシャフト雌型 2にはスプラインシャフト雌型プ一リ

22か取若されている。これと前記可動側スピントル回伝用プ一リ2 との間に可動側

ヘルト23か張架されている。これて可動側巻枠 4及ひ巻芯 7か主モータ5て回伝さ

れる。

第 垂直プレート7の上部には左へ仲ひる支承アーム24か取若されている。これに

第2垂直プレート26か摺動自在に支承されている。第 垂直プレート7の更に上部に

はエアシリンタ27か取若されている。その駆動什2 は第2垂直プレート26に連結さ

れている。そして、第2垂直プレート26の下側には前記巻芯摺動什 6か回伝自在に

連結されている。従って、エアシリンタ27への給排気て巻芯 7か左右に摺動する。

００38 フロノク右3の上部には、スリーフ右29か挿通固定されている。これに固定側スピン

トル3 か回伝自在に支承されている。その左側には固定側巻枠32か取若されてい

る。その中心には、巻芯挿通孔33か穿段されている。ここに巻芯 7か挿通される。

固定側スピントル3 の右側には固定側スピントル回伝用プ一リ34か取若されてい
る。主シャフト4の右側にも主シャフト右プ一リ36か取若されており、これと固定側スピ

ントル回伝用プ一リ34との間にへルト右3 7か張架されている。これにより固定側スピ

ントル3 とそれに取若されている固定側巻枠32か回伝する。なお、39は線材、4０

は 。ワイヤーカイトてある。また、図2に示す「7 ～０。 」の角度表示は、巻付け開始

位置に於ける、巻芯表面に対する線材導入偕 38の角度を表す。

００39 図3，図4に、 屑 目の巻回手順を示す。なお、各巻枠 4 32に比し、線材39の外

径はかなり 、さい。そのとおり表示したのては見にくい。ここてはかなり太くして示す。

先す、前回のコイル巻回終了時に、線材39の始端は不図示始端把持機構に把持

されている。最初に、線材3 9か可動側巻枠 4と固定側巻枠32の間に導入され、巻



芯 7に少しだけ巻付けられた状態で、可動側巻枠 4を固定側巻枠32に向って一

且付勢される (請求項2、請求項8に対応。)。

００4０ 即ち、個々の巻枠の構造によって違いはあるものの、巻芯 7に巻回される線材39

は、把持された始端から線材導入満38、そして巻芯 7に巻付けられていく間でその

向きが変更される。

可動側巻枠 4と固定側巻枠32との間は、線材ほぼ 本分しか空けられていないの

で、線材39ほそこで維持されている隙間の形状どおりにほなる。しかし、癖は幾らか

残っている。仮に自由な状態に置いたなら、巻芯 7に巻き付けられていく部分の線

材39は固定側巻枠32側に幾らか弧を描く。

００4 1 それ故、このよぅに、可動側巻枠 4を固定側巻枠32に向って一且付勢してやると、

線材39は、二つの巻枠に挟まれて、その弧状部分が直線状に修正される。これによ

り、 巻 目は、仮に自由な状態に置いたとしても、可動側巻枠 4の内壁面に沿ぅ平坦

なリングになる。

この結果、 巻 目と次に巻回される2巻 目の線材39が、全体で密着し、コイルの整

列性が向上する。特にコイルの 巻 目の巻始め部分が、2巻 目の線材39と完全に平

行する状態になり、両者は良く密着する。始端がバラけにくいボビンレスコイルとなる

なお、可動側巻枠 4の固定側巻枠3 2への付勢は、 巻 目の巻回開始前から 巻

目の巻回終了までの間に実行すると良い。また、線材の仕様やコイルの仕様により、

ここまで癖付けする必要が無い場合は、この一且付勢を省いても良い。

００42 一且付勢のあと、このときの線材39の外径に適合する所定の距離だけ、可動側巻

枠 4が、固定側巻枠32から離間される (図3の丸付き数字 。丸付き数字は明細菩

で使えないので、以下、括弧付き数字で表す)。

所定の距離とは、当該線材 本分にほぼ等しい距離であって、個別に定められるも

のを謂ぅ。線材外径は勿論決った値だが、巻回の際はその融若屑が溶融していて、

それがその前に巻回された線材39の融若屑と接着する。ここに所定の距離と吉って

いるのほ、そうした融若屑の溶融温度、融若屑の厚み、その他、その線材の仕様を

勘案して、個別に定められる距離を指す。必要なら何度か試し巻きをして定める。



００43 この実施の形態例では、固定側巻枠32は、常時位置不変である。即ち、図の左右

、スピンドル 3 3 の軸方向には摺動しない。更に、ワイヤーガイド4０に線材39を

供給している不図示テンション装置も位置不変である。

そして、可動側巻枠 4が線材ほぼ 本分離間されたところから、 屑 目の巻回が開

始される。可動側巻枠 4 、固定側巻枠32及び巻芯 7が同期して回伝される。このと

き、ワイヤーガイド4０も同じよぅに位置不変とされる。

００44 この実施の形態例の固定側巻枠32は、請求項に謂ぅ第2の巻枠に当る。同じく不

図示テンション装置は供給手段に当る。ここに謂ぅ位置関係が、請求項に謂ぅ「前記

第2の巻枠、前記ワイヤーガイド及び前記供給手段は、それらの位置関係が不変とさ

れている」ことに当る。

００45 固定側巻枠32が位置不変にされる代り、 屑 目の巻回終了まで、巻芯 7及び可動

側巻枠 4が、線材外径にほぼ相当する所定最づつ左に移動される。該移動により、

そのとき線材39が巻付けられて行く位置に於て、そこに先に巻回されている線材39

と前記固定側巻枠32との間に当該線材の外径に適合する所定の間隙Gが維持され

る (図3 (2) (3) )

これにより、ワイヤーガイド4０から供給されて来た線材39が、前記維持されている

線材ほぼ 本分の所定幅の間隙Gに進入し、順次巻芯 7に巻回される。このよぅにし

て 屑 目の巻回が実行される (図3 ( ) (2) (3) )

００46 実施の形態例の可動側巻枠 4は、請求項に謂ぅ第 の巻枠に当る。従って、ここで

説明した動作が、請求項に謂ぅ「前記巻芯及び前記第 の巻枠は、前記巻回の進行

に従って前記第2の巻枠から逐次離間され、該離間により、そのとき線材が巻回され

ていく位置に於て、そこに先に巻回されている線材と前記第2の巻枠との間に当該線

材の外径に適合する所定の間隙が維持されているものであり、これらの状態下で前

記供給手段から供給された線材が前記維持されている間隙に進入し、順次巻芯に

巻回されて 屑 目の巻回が実行されるにとに当る。

００47 可動側巻枠 4及び巻芯 7の左方向への引出しの手法は、例えば、連続式と間敵

式の二通りが考えられる。連続式とは、巻芯 7の回転角に比例させて、可動側巻枠

4及び巻芯 7を引出して行くことを謂ぅ。



間敵式とは、次の 周に入る手前、例えば次の巻付けの手前4 5度辺りで、巻芯 7

及び可動側巻枠 4を前述した所定の間隙Gだけ短時間に引出すことを謂ぅ。

００48 前述した可動側巻枠 4の一且付勢を巻回の最初に行ない、その上で、可動側巻

枠 4と巻芯 7の引出し方をこの間敵式で行なぅと(請求項3、請求項9に対応。) 、線

材39の密着性が更に向上する。整タ ャ生も向上する。即ち、前述したよぅに、一且付

勢は、線材39の巻き始めに於ける固定側巻枠32への弧状部分を直線状に癖付け

する。これで、 周 目の巻回を行なぅと、線材39はそのほぼ全周に互って可動側巻枠

4に接触する。仮に可動側巻枠 4を離間しても、螺旋状でなく十分な平面的リング

になる。

００49 この状態で、一巻き目の終り近くに間歓送りをする。線材39はコースを変え乍ら二

巻 目に移る。ここで、先に巻回されている一巻き目の線材39は、前述のとおり、その

略全周が可動側巻枠 4に接触し、吉わばバックアップされている。一方、固定側巻

枠32は位置不変である。吉わば、巻き付けられて行く線材39にとって、行く手に道

筋がキチンと空けられている。巻き付けられて行く線材39は、この道筋 (満) に滑らか

に嵌まり込んで行く。

００5０ このとき、一巻き目の線材39と固定側巻枠32とは、このとき巻き付けられて行く2巻

目の線材39を挟み付けるが如く作用する。これにより、一巻き目の線材39と、この2

巻 目の線材39とは、略全周に丘って接着する。従って、この2巻 目も平面状になる。

3巻 目以降も同じ振舞いになる。各 巻きが平面状になり、夫々が略全周に丘って

密着する。各一巻きが最初から平面状なので整列ャ生も向上する。

００5 1 ここでは、史なる工夫をすると良い。即ち、この2巻 目からは、線材39が 回巻回さ

れる毎に、その 回の巻回の終了付近で、可動側巻枠 4及び巻芯 7を固定側巻枠

32に向って一且付勢すると良い(図8 (2) (3) 矢印a，b。請求項4、請求項 ０に対

応 )。

こぅすると、そのとき巻回された 巻分の線材39が、その 回前に巻回された線材39

に一瞬押付けられる。線材表面の熱融若屑は、このとき加熱されて所定の溶融状態

にあり、この押付けで、両者の熱融若屑はその全周に於て融若する。

そのあと直ぐ、可動側巻枠 4と巻芯 7とを、この一且付勢の直前の位置に復帰さ



せる。このとき巻回された線材39は、上記融若した夫々の融若屑の弾力で押し戻さ

れ、固定側巻枠32との間は所定の間隙Gに戻る。

００5 2 回毎ではなく、2回とか3回とかの所定回巻回する毎に、この一且付勢を実行して

も良い。そのあと直ぐに、可動側巻枠 4と巻芯 7とを、この一且付勢の直前の位置

に復帰させる。同じよぅに、そのとき巻回された線材39と固定側巻枠32との間は所定

の間隙Gに戻る。

この形式でも、ほぼ同様の効果が期待できる。但し、この所定回数が多すぎると、各

線材間の融若効果は期待しにくくなる。

００5 3 以上の如くして 屑 目の巻回が終ったら、2屑 目の巻回に移る。2屑 目の巻回方法

は二通り考えられる。第 は従来同様にワイヤーガイド4０を往復動させることである。

第2はワイヤーガイド4０は不動にし、可動側巻枠 4、固定側巻枠32及び巻芯 7を

一緒に往復動させることである。

ワイヤーガイド4０を往復動させる第 の方法を図4に示す。ワイヤーガイド4０を不動

とし、可動側巻枠 4、固定側巻枠32及び巻芯 7を往復動させる第2の方法を図5に

示す(第2の実施の形態例)。

００54 図4のワイヤーガイド4０を往復動させる方法に於て、分図4 は典数パターン

を示す。巻芯 7及び可動側巻枠 4は、一屑 目の最後の一巻きが終了した位置で留

められ、そのまま2屑 目の巻回が実行される。巻芯 7の回伝角に比例してワイヤーガ

イド4０が左に移行されて行く。これで、一屑 目の線材と線材の谷間に2屑 目の線材3

9が巻回されて行く。3屑 目以降も同様にして巻回が行われる。巻回完了後は、巻芯

7の右端が固定側巻枠の巻芯挿通孔33から脱出するまで、可動側巻枠 4と巻芯

7を左に移動し、巻芯 7のみを更に左に引く。完成したコイルは自然落下する。

００5 5 同じくワイヤーガイド4０をトラバースさせる場合で、同数パターンとする場合を、図4

の分図4 に示す。巻芯 7及び可動側巻枠 4は、一屑 目の最後の一巻きが

終了した位置から所定最の半分、即ち線材外径のほぼ半分だけ更に左に移行され

る (０5P)。その状態で2層 目の巻回が実行される。巻芯 7の回伝角に比例してワイ

ヤーガイド4０が左に移行されて行く。これで、一屑 目の線材の真上に2屑 目の線材3

9が巻回されて行く。3屑 目以降も同様にして巻回が行われる。



００56 なお、これら2屑 目以降のワイヤーガイド4０の往復動は、正対位置より遅れさせると

良い。これで、そこに巻き込まれて行く線材39がその前に巻回された線材に少し押し

付けられつつ巻回される。線材同上の密着性が向上する。また、同数巻について、

巻付け位置の先に存在する線材の谷に線材39が落ち込むのを防ぐ効果もある。

００5 7 2屑 目以降の巻回について、図5に示したもぅ一つの手法を説明する (第2の実施の

形態例)。この手法は、ワイヤーガイド4０を不動とし、可動側巻枠 4、固定側巻枠32

及び巻芯 7を一緒に往復動させる。

なお、この手法を実施するには、固定側巻枠32を摺動する機構が必要になる。こ

れは、可動側巻枠 4を摺動させる機構と同様に実現出来る。

この第2の方法に於ても典数巻と同数巻が考えられる。典数巻が図5の分図4

に示される。同数巻が図5の分図4 に示される。

００58 先ず典数巻では、巻芯 7及び可動側巻枠 4が、一屑 目の最後の一巻きが終了し

た位置で留められる。そのままで2屑 目の巻回が実行される。この巻芯 7、可動側巻

枠 4及び固定側巻枠32が、巻芯 7の回伝角に比例して、一緒に右に移動されて

行く (分図4 。二点鎖線が連動を表す。)。

このとき、これらは、そのときの線材巻付け位置が、ワイヤーガイド4０及び不図示テ

ンション装置に対してその位置関係が不変であるよぅに、一緒に移動される。これで、

2屑 目の線材39が巻回されて行く。 屑 目の線材と線材の谷間に線材39が収まる。

3屑 目以降も同様にして巻回が行われる。

００59 同じ方法に於ける同数巻は、分図4 に示される。巻芯 7及び可動側巻枠

4は、一屑 目の最後の一巻きが終了した位置から所定最の半分、即ち線材外径のほ

ぼ半分だけ更に左に移行される (０5P)

その状態で2屑 目の巻回が実行される。巻芯 7、可動側巻枠 4及び固定側巻枠3

2が、巻芯 7の回伝角に比例して、一緒に右に移行されて行く(分図4 。二点、

鎖線 )。

このときも、これらは、そのときの線材巻付け位置が、ワイヤーガイド4０及び不図示

テンション装置に対してその位置関係が不変であるよぅに、一緒に移動される。これ

で、一屑 目の線材の真上に2屑 目の線材39が巻回されて行く。3屑 目以降も同様に



して巻回が行われる。

００6０ これら図5の各分図4 4 で示された第2の方法 (第2の実施の形態

例) は、請求項5又は請求項 の発明の一実施の形態例に当る。即ち、2屑 目以後

の巻回時に於ても、ワイヤーガイド4０及び不図示テンション装置は、その位置関係が

不変とされており、且つ、そのときの線材巻付け位置も、ワイヤーガイド4０及びテンシ

ョン装置に対しその位置関係が不変であるよぅに、可動側巻枠 4、固定側巻枠3 2及

び巻芯 7が一緒に移動され、当該巻回が実行される。これにより線材39のブレが防

止され、従来より巻乱れが生じにくくなる・その分、巻回速度を向上できる。

００6 1 なお、これら2屑 目以降に於ける、巻芯 7、可動側巻枠 4及び固定側巻枠32によ

る往復動についても、正対位置より偏侍させておくと良い。ワイヤーガイド4０を往復

動させたときとは逆になるので、これらは、そのときの巻付け位置についての正対位

置より少し先行した位置に置かれる。これにより、巻き込まれて行く線材39がその前

に巻回された線材39に少し押し付けられつつ巻回されることになり、線材同上の密

着性が向上する。また、同数巻では、巻付け位置の先に存在する線材の谷に線材が

落ちるのを防止する効果もある。

００62 図6に第3の実施の形態例を示す。この実施の形態例は、吉わば巻芯繰出し型で

ある。ここでの巻芯4 2は右側に繰出される。ここでは、固定側巻枠4 3が左、可動側

巻枠44が右に配置されている。また、可動側巻枠44が不図示圧縮バネにより巻芯4

2に向って左に付勢されている。

この実施の形態例では、巻芯4 2が右に繰出されながら 屑 目の巻回が実行される

。これに押されて可動側巻枠44も右に移動する ( ( ) (2) (3) )。ここでも固定側

巻枠4 3、ワイヤーガイド4０及び不図示テンション装置の位置関係が固定である。2

屑 目以降は、図4又は図5に示される仕組みで巻回が実行される。このとき図5の方

式を適用する場合は、固定側巻枠4 3も左右に往復動させるので、その機構を設ける

(不図示。)。

００63 なお、巻回完了後は巻芯4 2を左へ引き戻し、完成したコイルを取出す。このとき不

図示バネの付勢がある。このため、コイルは固定側巻枠4 3と可動側巻枠44とに挟持

される。取出し装置を使って取出しをするときはこの方が好都合であろぅが、自然落



下させたいときは障告になる。その場合は、可動側巻枠44か所定位置以上左へ摺

動しないよぅ規制構造を設けておく。核規制された固定側巻枠の巻芯収容孔4 5から

巻芯4 2の先端か脱出するまて、巻芯4 2と固定側巻枠4 3とを左に摺動した上て、更

に巻芯 7を左に引き戻す。これてコイルから巻芯 7か抜け、コイルは自然落下する

この第3の実施の形態例は、請求項6又は請求項 2の発明の一つの実施の形態

例に当る。ここては、左側の固定側巻枠4 3か第2の巻枠、右側の可動側巻枠44か

第 の巻枠に当る。この構造にすると、右側の可動側巻枠44を駆動する機構か不要

になる。

念の為、請求項に硝ぅ供給手段について言及しておく。不図示テンション装置かこ

の供給手段に当ることは前述した。このテンション装置か使用されない場合は、ワイ

ヤーカイト4０へ線材を供給する供給部材や供給構造等か供給手段に当る。それら

も無い場合は、線材か巻回されているホヒン自身か供給手段とも成り得る。

要は、 屑 目の巻回の際、固定側巻枠32及ひワイヤーカイト4０か、そこまて線材か

到来する際の供給経路に対して、或いは巻線機のフレームに対して、位置関係不変

にされているといぅことてある。なお、この供給手段を始めとして、これら請求項に硝ぅ

構成は、実施の形態例て示した構成には限定されない。公知の種々の構成を適用し

得る。



請求の範囲

第 の巻枠と、該第 の巻枠に対向して配置された第2の巻枠と、該第2の巻枠に摺

動可能に挿通された巻芯と、該巻芯に巻回されていく線材を案内するワイヤーガイド

と、該ワイヤーガイドに向って線材を供給する供給手段とを備え、

屑 目の巻回に於て、その終了まで、前記第2の巻枠、前記ワイヤーガイド及び前

記供給手段は、それらの位置関係が不変とされており、

同じく該 屑 目の巻回終了まで、前記巻芯及び前記第 の巻枠は、前記巻回の進

行に従って前記第2の巻枠から逐次離間され、該離間により、そのとき線材が巻回さ

れていく位置に於て、そこに先に巻回されている線材と前記第2の巻枠との間に当該

線材の外径に適合する所定の間隙が維持されているものであり、

これらの状態下で前記供給手段から供給された線材が前記維持されている間隙に

進入し、順次巻芯に巻回されて 屑 目の巻回が実行される

ことを特徴とする巻線方法。

2 屑 目の最初の巻回について、その開始前から終了迄の間に、前記第 の巻枠が

前記第2の巻枠に向って一且付勢される

ことを特徴とする請求項 に記載の巻線方法。

3 前記 屑 目の巻回終了までの、前記巻芯及び前記第 の巻枠の、前記第2の巻枠

からの離間が、間敵的に実行される

ことを特徴とする請求項2に記載の巻線方法。

4 線材が 回又は所定回巻回される毎に、その 回又は所定回の巻回の終了付近で

、前記第 の巻枠及び巻芯が前記第2の巻枠に向って一且付勢され、

そのあと直ぐこの付勢の直前の位置に復帰される

ことを特徴とする請求項 乃至請求項3の何れかに記載の巻線方法。

5 2屑 目以後の巻回に於ても、前記ワイヤーガイド及び前記供給手段は、その位置関

係が不変とされており、

且つ、そのときの線材巻付け位置も、前記ワイヤーガイド及び前記供給手段に対し

てその位置関係が不変であるよぅに、前記第 の巻枠、前記第2の巻枠及び巻芯が

移動され、当該屑の巻回が実行される



ことを特徴とする請求項 乃至請求項4の何れかに記載の巻線方法。

6 前記第 の巻枠が前記巻芯に向って付勢されており、前記巻芯が移動されるとき前

記第 の巻枠も該巻芯に押されて移動する

ことを特徴とする請求項 乃至請求項5の何れかに記載の巻線方法。

7 第 の巻枠と、該第 の巻枠に対向して配置された第2の巻枠と、該第2の巻枠に摺

動可能に挿通された巻芯と、該巻芯に巻回されていく線材を案内するワイヤーガイド

と、該ワイヤーガイドに向って線材を供給する供給手段と、前記各手段を作動させる

制御手段とを備え、

屑 目の巻回に於て、その終了まで、前記第2の巻枠、前記ワイヤーガイド及び前

記供給手段は、それらの位置関係が不変とされており、

同じく該 屑 目の巻回終了まで、前記巻芯及び前記第 の巻枠は、前記巻回の進

行に従って前記第2の巻枠から逐次離間され、該離間により、そのとき線材が巻回さ

れていく位置に於て、そこに先に巻回されている線材と前記第2の巻枠との間に当該

線材の外径に適合する所定の間隙が維持されているものであり、

これらの状態下で前記供給手段から供給された線材が前記維持されている間隙に

進入し、順次巻芯に巻回されて 屑 目の巻回が実行される

ことを特徴とする巻線機。

8 屑 目の最初の巻回について、その開始前から終了迄の間に、前記第 の巻枠が

前記第2の巻枠に向って一且付勢される

ことを特徴とする請求項7に記載の巻線機。

9 前記 屑 目の巻回終了までの、前記巻芯及び前記第 の巻枠の、前記第2の巻枠

からの離間が、間敵的に実行される

ことを特徴とする請求項8に記載の巻線機。

０ 線材が 回又は所定回巻回される毎に、その 回又は所定回の巻回の終了付近で

、前記第 の巻枠及び巻芯が前記第2の巻枠に向って一且付勢され、

そのあと直ぐこの付勢の直前の位置に復帰される

ことを特徴とする請求項7乃至請求項9の何れかに記載の巻線機。

2屑 目以後の巻回に於ても、前記ワイヤーガイド及び前記供給手段は、その位置関



係が不変とされており、

且つ、そのときの線材巻付け位置も、前記ワイヤーガイド及び前記供給手段に対し

てその位置関係が不変であるよぅに、前記第 の巻枠、前記第2の巻枠及び巻芯が

移動され、当該屑の巻回が実行される

ことを特徴とする請求項7乃至請求項 ０の何れかに記載の巻線機。

2 前記第 の巻枠が前記巻芯に向って付勢されており、前記巻芯が移動されるとき前

記第 の巻枠も該巻芯に押されて移動する

ことを特徴とする請求項7乃至請求項 の何れかに記載の巻線機。

3 前記巻芯が、回伝角度は不変で且つ軸方向への摺動は自在であるよぅに前記第

の巻枠と係合されてレ巧

ことを特徴とする請求項7乃至請求項 2の何れかに記載の巻線機。
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