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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
内部導体と、前記内部導体上に押出成形によって形成されたフッ素樹脂で構成される発泡
誘電体と、前記発泡誘電体を被覆するスキン層とを備えるケーブルコアにおいて、
前記発泡誘電体の発泡率が８０％以上であり、
前記発泡誘電体の平均発泡セル径が１０μｍ以下であり、
前記発泡誘電体の発泡セル径の標準偏差が２．５以下であることを特徴とするケーブルコ
ア。
【請求項２】
前記ケーブルコアのケーブルコア外径ｍｍの標準偏差が０．０１２以下であることを特徴
とする請求項１に記載のケーブルコア。
【請求項３】
前記内部導体が、ＡＷＧ４０以上の極細線であることを特徴とする請求項１または２に記
載のケーブルコア。
【請求項４】
信号を伝送する伝送ケーブルにおいて、請求項1乃至３に記載のケーブルコアを備えるこ
とを特徴とする伝送ケーブル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本発明は、例えば、医療機器等に用いられる発泡同軸ケーブルなどの伝送ケーブルとその
伝送ケーブルを構成するケーブルコアに関する。
【背景技術】
【０００２】
通信用電線に用いられる同軸ケーブルにおいて、中心導体の周囲に設ける誘電体を発泡体
で構成した発泡同軸ケーブルは、誘電体の誘電率が小さく、信号の高速伝送が可能である
ため、信号伝送ケーブルとして用いられている。例えば、特許文献１記載の従来例では、
発泡絶縁ケーブルが通信用電線として用いられている。一方、医療機器等に用いられる同
軸ケーブルでは、近年、医療機器等の小型軽量化と省電力化に伴って、同軸ケーブルの細
径化が要求されている。例えば、医療用超音波プローブケーブル、内視鏡ケーブル等の心
数の多い伝送ケーブルに発泡同軸ケーブルが使用されており、操作性の観点から、特にケ
ーブルの細径化と柔軟性が要求されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－１６２７２１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
例えば、特許文献１記載の従来例は、発泡核剤の凝集の問題を解決して、低誘電率な発泡
絶縁体を形成することを目的とし、異種の高分子材料をベース樹脂に混練して、その界面
で気泡を発生させて発泡成形体を成形することで、気泡径が小さく、発泡度が高く均一で
、低誘電率、低スキューな発泡絶縁ケーブルを得ることができるとしている。しかしなが
ら、特許文献１記載の従来例では、ケーブルを細径化するには気泡径が大きく、また、細
径化しつつ電気特性を維持するための技術に関しては、何らの示唆もなされていない。ま
た、一般的に従来の発泡同軸ケーブルにおいては、電気特性の維持と細径化を共に実現す
る技術に関しては、有効な提案は殆どなされていないのが実情である。
【０００５】
発泡同軸ケーブルを細径化しながら電気特性を維持するには、発泡同軸ケーブルを構成す
るケーブルコアの誘電体の誘電率を低くすることが必須となる。誘電体の誘電率を低くす
るには、誘電体を構成する発泡誘電体の発泡率を上げる方法がある。また、細径化に伴っ
て発泡誘電体の肉厚も薄くなるため、発泡セル径をより小さくする必要がある。発泡誘電
体の発泡セルは、発泡率が高くなるに従い、肥大化、合一化し、発泡セル径の不均一が顕
著になる。発泡セル径が不均一になることで、ケーブルの特性に与える影響は大きく、ま
た、発泡セルが直接外観の凹凸となったり、ケーブルの耐久性、絶縁性等に問題が生じる
。
【０００６】
本発明は、上記のような課題に鑑みなされたものであり、その目的は、ケーブルコアを細
径化しつつ、電気特性を維持することが可能な技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本発明者は、発泡同軸ケーブルを細径化するのに必要な構成について鋭意研究を重ねた結
果、同軸ケーブルを構成するケーブルコアの発泡誘電体の発泡率が８０％以上であり、前
記発泡誘電体の平均発泡セル径が１０μｍ以下であり、発泡セル径の標準偏差が２．５以
下であるように構成することで、ケーブルコアを細径化しつつ、電気特性を維持すること
が可能であることを見出した。
【０００８】
即ち、上記目的達成のため、本発明の発泡同軸ケーブルを構成するケーブルコアは、内部
導体と、前記内部導体上に押出成形によって形成されたフッ素樹脂で構成される発泡誘電
体と、前記発泡誘電体を被覆するスキン層とで構成され、前記発泡誘電体の発泡率が８０
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％以上であり、前記発泡誘電体の平均発泡セル径が１０μｍ以下であり、発泡セル径の標
準偏差が２．５以下であることを特徴としている。
【０００９】
本発明によれば、電気特性に優れた、ＡＷＧ４０以上の極細発泡同軸ケーブルを提供する
ことが可能である。
【００１０】
ここで、本発明のケーブルコアの誘電体は、発泡誘電体と、発泡誘電体を被覆するスキン
層から成る。発泡誘電体が発泡樹脂で構成されるのに対し、スキン層は充実樹脂で構成さ
れる。スキン層は、内部導体と外部導体とを絶縁する機能を有し、発泡誘電体の表面の平
滑化にも寄与する。
【００１１】
発泡誘電体は、従来公知の物理的発泡と化学的発泡の手法で発泡させることができる。例
えば、フッ素樹脂に発泡核剤を加えた発泡性組成物に窒素などの気体を発泡剤として導入
しながら押出成形を行ったり、加熱によって熱分解して気体を発生する発泡性物質等を発
泡性組成物に混合する方法が挙げられる。
【００１２】
発泡誘電体のベースとなるフッ素樹脂としては、テトラフルオロエチレン‐ヘキサフルオ
ロプロピレン共重合体（ＦＥＰ）、テトラフルオロエチレン‐パーフルオロアルキルビニ
ルエーテル共重合体（ＰＦＡ）、エチレン‐テトラフルオロエチレン共重合体、エチレン
‐クロロトリフルオロエチレン共重合体、ポリフッ化ビニリデン、ポリフッ化ビニル等の
熱可塑性フッ素樹脂を挙げることができる。これらは、単独で用いても、複数種類組み合
わせてもよい。
【００１３】
発泡核剤としては、電気的特性に影響を及ぼさない電気絶縁性のものが好ましい。　具体
的には、窒化ホウ素、ホウ酸アルミニウム、ホウ酸マグネシウム、チタン酸カリウム、窒
化ケイ素などから選ばれるものを挙げることができる。
【００１４】
　スキン層は充実樹脂で成るため、発泡層全体の発泡率を高くするためには、スキン層を
薄くする必要があり、具体的には、０．０１ｍｍ以下まで薄肉化することが必要になるこ
ともある。スキン層は、薄肉化によって、発泡誘電体の発泡セル成長による応力の影響と
、成形時の引き落としの伸長応力の影響を受けやすくなるため、発泡誘電体とのバランス
を取りながら均一なスキン層を安定して成形することは困難である。
【００１５】
スキン層に用いる樹脂としては、テトラフルオロエチレン‐ヘキサフルオロプロピレン共
重合体（ＦＥＰ）、テトラフルオロエチレン‐パーフルオロアルキルビニルエーテル共重
合体（ＰＦＡ）、エチレン‐テトラフルオロエチレン共重合体、エチレン‐クロロトリフ
ルオロエチレン共重合体、ポリフッ化ビニリデン、ポリフッ化ビニル等の熱可塑性フッ素
樹脂を挙げることができる。薄肉のスキン層を安定して成型するには、スキン層を形成す
る樹脂の溶融張力とＭＦＲのバランスが重要であり、スキン層に適した特性となるように
、これらの樹脂を単独で用いても、複数種類組み合わせてもよい。発泡誘電体１２とスキ
ン層１３とで用いる樹脂は、相違してもよい。
【００１６】
発泡誘電体の発泡率が８０％以上であるとしたのは、細径化しながらケーブルコアの電気
特性を維持するには、誘電体の誘電率を低く抑える必要があるからである。例えば誘電体
を構成する樹脂がＰＦＡの場合、発泡率を８０％以上とすることで、誘電体の誘電率は１
．３以下となる。発泡誘電体の発泡率を高くするためには、発泡誘電体を構成する樹脂の
粘度が高すぎることは好ましくない。粘度が高すぎると、発泡セルの発生と成長の妨げと
なり、発泡率を高くすることは難しい。一方、粘度が小さいと、発生した発泡セルの肥大
化と合一化が進行しやすく、特に発泡誘電体の発泡率が高くなるほど、セルの合一化が起
こり易くなる。
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【００１７】
ケーブルコアを細径化すると発泡誘電体の肉厚も薄くなるため、発泡誘電体の厚さ方向に
並ぶことができる発泡セルの数が少なくなる。発泡誘電体の機械的強度を保つためには、
発泡セル１つあたりの径を小さくして、発泡誘電体内に発泡セルの壁ができるだけ数多く
存在すようにする必要があることが分かった。前記発泡体の平均発泡セル径が１０μｍ以
下であれば、ケーブルコアの中心導体がＡＷＧ４０以上の極細線であっても、発泡誘電体
の機械的強度が十分に得られ、ケーブルを屈曲させたときにも、誘電体のつぶれによって
伝送特性が低下することを防ぐことができる。
【００１８】
また、ケーブルコアの径が細くなるほど発泡誘電体の肉厚が薄くなり、発泡誘電体の肉厚
に対する発泡セル径の比が大きくなるため、発泡セル径がケーブルコアの特性に与える影
響が大きくなる。信号伝送ケーブルとして良好な伝送特性を得るためには、できるだけ発
泡セル径が均一であることが必要である。発泡セルの肥大化、合一化がおこると、発泡セ
ル径は不均一になり誘電体の均一性が損なわれ、十分な性能が得られない。前記発泡誘電
体の平均発泡セル径が１０μｍ以下であると同時に、発泡セル径の標準偏差が２．５以下
であることで、ケーブルコアの細径化と電気特性の維持を両立させることが可能である。
　
【００１９】
さらに、発泡セル径が１０μｍ以下であることで、ケーブルコア外径が安定する。発泡セ
ル径が大きいと、発泡誘電体表面の凹凸が大きくなって、発泡誘電体の肉厚の寸法安定性
が損なわれる。発泡誘電体の肉厚が不安定だと、伝送ケーブルとしたときに、その特性イ
ンピーダンスが変動し信号の反射が起こるため好ましくない。また、発泡誘電体の肉厚が
薄くなる部分はケーブルコア外径が細くなり、外径の細い部分に外力による負荷が集中し
てケーブルコアの機械的強度が低下する他、凹凸により外観も悪くなる。前記発泡誘電体
の平均発泡セル径が１０μｍ以下であると同時に、ケーブルコア外径ｍｍの標準偏差を０
．０１２以下とすることで、とくに電気特性が安定した伝送ケーブルを得ることが可能に
なる。　
【００２０】
　本発明のケーブルコアは、前記ケーブルコアの中心導体が、ＡＷＧ４０以上の極細線で
あるのが好適である。例えば、ＡＷＧ４４、４６、４８の極細線で優れた効果が得られて
いる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の実施形態のケーブルコアを主な構成要素とした発泡同軸ケーブルの構成
を示す図であり、（Ａ）は、その軸方向から見た図、（Ｂ）は、その軸と直交する方向か
ら見た図である。
【図２】本発明の実施形態のケーブルコアの押出成形方法を説明するための図である。
【図３】本発明の実施形態のケーブルコアのスキン層を構成する樹脂の、溶融粘度とＭＦ
Ｒの好ましい範囲を示す相関図である。
【図４】（Ａ）は、本発明の実施形態のケーブルコアの断面の模式図であり、（Ｂ）は、
比較例としての従来のケーブルコアの断面の模式図である。
【図５】ケーブルコア外径ｍｍの標準偏差が０．０１２を超えるケーブルコアを用いた同
軸ケーブルのＴＤＲ曲線である。
【図６】ケーブルコア外径ｍｍの標準偏差が０．０１２以下のケーブルコアを用いた同軸
ケーブルのＴＤＲ曲線である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下に説明する実施形態は特許請求の範囲に係る発明を限定するものではなく、また実
施形態の中で説明されている特徴の組み合わせの全てが本発明の成立に必須であるとは限
らない。
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【００２３】
　図１は、本発明の実施形態のケーブルコアを主な構成要素とした発泡同軸ケーブルの構
成を示す図であり、（Ａ）は、その断面図、（Ｂ）は、ケーブルの構造を示す図である。
本実施形態の発泡同軸ケーブル１は、主として、内部導体１１と、内部導体１１上に押出
成形によって形成されたフッ素樹脂で構成される発泡誘電体１２と、発泡誘電体１２を被
覆するスキン層１３で構成されるケーブルコアの外周に、外部導体１４を配置して構成さ
れる。発泡誘電体１２の発泡率が８０％以上であり、前記発泡誘電体の平均発泡セル径が
１０μｍ以下であり、発泡セル径の標準偏差が２．５以下であるように構成されている。
尚、外部導体１４の外周には、ジャケット１５（外被）が形成されている。本発明の特徴
的な部分である発泡誘電体１２は、前述の発泡核剤を含有した発泡性組成物を発泡させた
発泡樹脂で成る。
【００２４】
　このような構成の発泡同軸ケーブル１は以下の手順により形成される。先ず、内部導体
１１の外周に押出機（後述する）を用いて発泡誘電体１２とスキン層１３を共押出で形成
してケーブルコアを作成する。発泡誘電体１２の押出機内で、溶融した発泡性組成物に窒
素などの発泡ガスを注入し、発泡樹脂で成る発泡誘電体１２を形成すると同時に、この発
泡誘電体１２の外周を被覆するようにスキン層１３を形成する。発泡誘電体１２が発泡樹
脂で成るのに対し、スキン層１３は充実樹脂で成る。本発明の発泡同軸ケーブルの構成を
実現するために、発泡誘電体１２を均一に発泡させるためには、発泡誘電体全体の温度差
を出来る限り小さくすることが望ましい。その理由は、樹脂の温度によって、発泡セルの
発生、成長の速さが異なるためであり、発泡誘電体の温度が均一になることで、全体同時
に発泡セルの発生と成長が進み、結果として発泡セル径が小さく、均一な発泡誘電体が得
られる。発泡誘電体の最も温度が高くなる外表面近傍と、最も温度が低くなる内部導体近
傍との温度差を、できるだけ小さくするために、内部導体に発泡誘電体を押出被覆する時
に、押出樹脂の外側からの加熱と、内部導体の加熱を同時に行う等の手段をとることが望
ましい。
【００２５】
　従来のケーブルコアの発泡誘電体の発泡は、以下のメカニズムで起こると考えられる。
発泡性組成物を押出す場合、例えば、発泡性組成物を溶解させた押出機内に、発泡ガスを
充填して、発泡性組成物に発泡ガスを溶解させる。発泡性組成物に溶解した発泡ガスは、
発泡性組成物中の発泡核剤に吸着され、発泡核剤周囲の発泡ガス濃度が高くなる。発泡性
組成物が押出機のダイを出て樹脂の圧力が下がると、発泡核剤周囲で発泡が始まる。この
とき、樹脂の圧力が下がる速度は発泡誘電体全体で均一ではない。一般に、樹脂は溶融状
態で押出機の押出方向と垂直な方向に応力が働くため、発泡誘電体外表面から先に圧力が
下がりはじめ、逆に、内部導体側は圧力が下がり始めるのが遅い。発泡が始まるときの樹
脂圧が不均一なため、そのままでは、発泡誘電体外表面に偏って発泡セルの発生、成長が
起こり、発泡セルの肥大化、合一化の要因となる。逆に、発泡誘電体の内部導体側は、十
分に発泡できない。
【００２６】
ここで、スキン層１３は、発泡誘電体１２の発泡セルの肥大化、合一化の抑制と、発泡セ
ル径を微細化する効果も有している。発泡誘電体を押出すと同時にスキン層を押出すこと
で、発泡誘電体を外側から抑え込み、発泡誘電体の外表面の樹脂圧が下がる速度を遅くし
て、発泡誘電体層全体の圧力の差を小さくする効果がある。この時、スキン層を構成する
樹脂の溶融張力は、発泡誘電体外表面の急な減圧を抑えながら、発泡を妨げない張力の範
囲に調整する必要がある。また同時に、誘電体全体の発泡率を高くするためには、スキン
層１３を非常に薄肉に構成する必要があるため、スキン層１３を形成する樹脂のＭＦＲを
高くする必要がある。スキン層１３を形成する樹脂は、溶融張力とＭＦＲのバランスが重
要である。　発泡誘電体の発泡時の、樹脂温度、樹脂圧のばらつきを小さくすることによ
り、高発泡率、発泡セル径の微細化、発泡セル径の均一な発泡誘電体を実現できる。従っ
て、細径化しながら電気特性を維持したケーブルコアを実現することが可能となる。
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【００２７】
上述のようにして得られる発泡誘電体の発泡セル径は１０μｍ以下であり、発泡セル径の
標準偏差は２．５以下である。続いて、このケーブルコアの外周に外部導体１４を形成す
る。外部導体１４は、複数本の導体素線１４ａを長手軸方向に対して所定角度（螺旋状）
で横巻、または編組し、もしくは金属箔を巻き回し、あるいは金属微粒子の蒸着など任意
の方法で形成する。最後に、この外部導体１４の外周に樹脂テープを長手軸方向に対して
所定角度（螺旋状）で巻回し、もしくは、押出機を用いて樹脂を押出し被覆してジャケッ
ト１５を形成することにより、発泡同軸ケーブル１が完成する。
【００２８】
　導線１１ａは、撚線または単線からなる。材質としては銅線、銀線、アルミニウム線、
各種合金線などからなる。一般に、表面に銀、錫などのメッキで被覆したものを用いる。
例えば銀めっき銅合金線などが用いられる。導体素線１４ａもしくは金属箔の材質として
は例えば銅合金、銀めっき軟銅など任意のものを用いることができる。ジャケット１５の
材質としてはフッ素樹脂の他、一般的な樹脂、例えばポリオレフィン、ポリ塩化ビニルや
ポリエステルなどが使用可能である。
【００２９】
　本実施形態のケーブルコアの製造方法について詳しく述べる。図２は、本実施形態のケ
ーブルコアの押出成形方法を説明するための図であり、押出成形機の概略構成を示す。本
発明のケーブルコアの構成を実現するためには発泡誘電体を均一に発泡させる必要があり
、そのためには、発泡誘電体全体の樹脂温度の差を出来る限り小さくすることが望ましい
。最も温度が高い部分と最も温度が低い部分の温度差を１０℃以内とすることが望ましい
。本実施形態では、内部導体１１に発泡誘電体１２を押出被覆する時に、押出樹脂の外側
からの加熱と同時に、内部導体１１を先に加熱しながら被覆する方法（プレヒート）を採
用した。図２に示す押出成形機１００は、発泡層とスキン層とを共押出するためのクロス
ヘッド１０２と、プレヒーター１０４を備えている。１１は、ケーブルコアの内部導体、
矢印１０６は、ラインの進行方向を示す。１０２ｈは、クロスヘッド１０２における樹脂
を加熱するヒータの配置部分を示している。この押出成形機１００の加熱構造による、押
出樹脂の外側からの加熱に加え、プレヒーター１０４によって、内部導体１１を先に加熱
（プレヒート）するようにした。これにより、加熱された内部導体１１から伝達する熱で
発泡誘電体１２の導体側も加熱されるので、発泡誘電体１２において外側と導体側で温度
差を生じるのを有効に防止できる。
【００３０】
　また、発泡誘電体と共押出しするスキン層は、スキン層を構成する樹脂の、溶融張力と
ＭＦＲのバランス、発泡誘電体の発泡時の応力とのバランスを考えて、樹脂の選択、押出
条件などを調整した。溶融張力とＭＦＲは、ケーブルコアの寸法、スキン層の肉厚などに
より異なるが、本発明のケーブルコアのサイズでは、３８０℃で測定した場合の溶融張力
が０．０３Ｎ～０．０８Ｎ程度、且つＭＦＲを１５～４０ｇ／ｍｉｎ程度にするとよい。
図３には、上記の、溶融張力とＭＦＲの適する範囲を点線の四角形で示している。溶融張
力とＭＦＲは相互のバランスが重要なため、上記の範囲の中でも、とくに図３の四辺形で
囲まれた範囲とすることが好ましい。
【００３１】
本実施形態のケーブルコアの製造方法の要点を以下に示す。　
実施例1
テトラフルオロエチレン‐パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体（三井・デュポ
ンフロロケミカル製　ＰＦＡ４２０ＨＰ‐J）９９．５質量％、ホウ酸アルミニウムウィ
スカー（四国化成製　アルボレックスＹ）０．５質量％を含有する発泡性組成物を、押出
機においてダイの温度４００℃において押出成形した。押出機には、０．７ＭＰaの窒素
を注入し、４０５℃にプレヒートした０．０５ｍｍの銀メッキ軟銅線上に発泡成形によっ
て外径０．１５ｍｍの発泡誘電体を形成した。発泡誘電体の被覆と同時に、もう一台接続
してある押出機から、溶融張力０．０４Ｎ、ＭＦＲ３０になるように調整した、ＰＦＡ４
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２０ＨＰ‐JをベースとするＰＦＡを押出し、発泡誘電体の外表面にスキン層を形成した
。　
【００３２】
得られた発泡誘電体の静電容量を測定し、以下の数式1によって、誘電率εを求め、得ら
れた誘電率に基づいて、更に、以下の数式２により気孔率Ｖ（％）を求めた。
【数１】

  ここで、Ｃ：１ｍ当たりの静電容量（ｐＦ）
          Ｄ：誘電体外径（ｍｍ）
          ｄ：導体の径（ｍｍ）
【数２】

  ここで、εｆ：発泡体誘電体を構成する組成物の発泡前の誘電率
【００３３】
図４（Ａ）は、本実施形態のケーブルコアを軸方向に垂直な面で切断し、断面を光学顕微
鏡（ＨＩＲＯＸ製　ＫＨ－２７００）で観察した顕微鏡写真の模式図である。
発泡セル径の算出は、断面の顕微鏡写真の画像から算出した。発泡セルは、楕円形状のも
のも含まれるので、以下の数式３で円形に換算した。

【数３】

任意の５０個、または、断面画像で確認できる全ての発泡セルについて発泡セル径を算出
し、その平均を平均発泡セル径とした。
【００３４】
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ケーブルコアの外径を、ケーブルコアを軸方向に垂直な面で切断した断面の、光学顕微鏡
写真の画像から算出した。１断面につき外径を４方向で測定し、その平均をケーブルコア
外径とした。任意の５０か所でケーブルコア外径を測定し、ケーブルコア外径の標準偏差
を求めた。
【００３５】
比較例1
実施例１において用いた発泡性組成物を、導体プレヒートを行わず、スキン層を構成する
樹脂の溶融張力を０．０１８Ｎ、ＭＦＲを３５とした以外は実施例１と同様にしてケーブ
ルコアを作成し、実施例1と同様にして静電容量を測定した。また、得られたケーブルコ
アを軸方向に垂直な面で切断し、断面を光学顕微鏡写真で観察した。図４（Ｂ）は、その
断面の顕微鏡写真の模式図である。顕微鏡写真の画像から、実施例１と同様にして平均発
泡セル径と発泡セル径の標準偏差を求めた。
【００３６】
図４（Ａ）実施例1のケーブルコアでは、図４（Ｂ）比較例１のケーブルコアに比べ、誘
電体の発泡率が向上している。即ち、比較例１のケーブルコアに比べ、第１に、発泡誘電
体１２の発泡率が上っており、第２に、スキン層１３が薄肉化されている。また、比較例
１のケーブルコアでは、発泡誘電体外表面近くの発泡セルが肥大化、合一化して、発泡誘
電体の発泡セル径の不均一が顕著になっている。それに対して、実施例１のケーブルコア
の発泡誘電体は、発泡セルの肥大化、合一化が抑制されており、比較例1と比較してセル
径が均一になっている。従って、発泡セル径が不均一であることが原因となる、ケーブル
の電気特性に与える悪影響を防止でき、外観の凹凸も減少されており、ケーブルの耐久性
、絶縁性等に問題が生じるのを有効に防止可能である。第２の点に関しては、発泡層とス
キン層とを共押出する場合においても、スキン層を薄肉化しても均一なスキン層を成形す
ることができている。
【００３７】
本発明の発泡同軸ケーブルの実施例を試作したところ、発泡誘電体の発泡率を８０～９０
％、スキン層厚を０．００６～０．００８μｍにすることで、静電容量：６０ｐＦ／ｍを
維持したまま、誘電体外径φ０．１５ｍｍ以下のケーブルを成形することが可能となった
。本発明の発泡ケーブルの実施例と比較例の発泡ケーブルの主要寸法、発泡率、静電容量
、平均発泡セル径等を表１に示す。
【表１】
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表１に示すように、実施例１の発泡ケーブルは、電気特性を維持したまま、比較例１に比
べて、コア外径（ｍｍ）が０．１７から０．１５に細径化され、スキン層厚（ｍｍ）が０
．０１から０．００８に、発泡誘電体の発泡率が６５％から９０％に、それぞれ有意に改
善している。
【００３８】
実施例２
　導体に０．０９ｍｍ銀メッキ軟銅線を用い、導体上に発泡誘電体を形成すると同時に、
発泡誘電体の外表面にスキン層を形成した。スキン層を構成する樹脂の溶融張力を０．０
８Ｎ、ＭＦＲを１５とした以外は、実施例１と同様にして外径０．３３ｍｍのケーブルコ
アを作成した。
比較例２
　導体に０．０９ｍｍ銀メッキ軟銅線を用い、スキン層を構成する樹脂の溶融張力を０．
０５Ｎ、ＭＦＲを１０とした以外は、比較例１と同様にして、外径０．３５ｍｍのケーブ
ルコアを作成した。
実施例３
　導体に０．０６ｍｍ銀メッキ軟銅線を用い、導体上に発泡誘電体を形成すると同時に、
発泡誘電体の外表面にスキン層を形成した。スキン層を構成する樹脂の溶融張力を０．０
７Ｎ、ＭＦＲを２７とした以外は、実施例１と同様にして、外径０．１９ｍｍのケーブル
コアを作成した。
実施例４
　導体に、０．０５ｍｍの銀メッキ軟銅線を用い、押出機に、０．８ＭＰaの窒素を注入
し、導体上に発泡誘電体を形成した。発泡誘電体の被覆と同時に、発泡誘電体の外表面に
スキン層を形成した。スキン層を構成する樹脂の溶融張力を０．０３Ｎ、ＭＦＲ２５にな
るように調整した以外は、実施例１と同様にして、外径０．１４ｍｍのケーブルコアを作
成した。
実施例５
　導体に、０．０３９ｍｍの銀メッキ軟銅線を用い、導体上に発泡誘電体を形成すると同
時に、発泡誘電体の外表面にスキン層を形成した。スキン層を構成する樹脂の溶融張力を
０．０３Ｎ、ＭＦＲを３５とした以外は、実施例１と同様にして、外径０．１３３ｍｍの
ケーブルコアを作成した。
【００３９】
各実施例、比較例について、実施例１と同様にして平均発泡セル径と発泡セル径の標準偏
差を求めた。
本発明の発泡ケーブルの実施例と比較例の発泡ケーブルの主要寸法、発泡率、静電容量、
平均発泡セル径等を表２に示す。
【表２】

【００４０】
表２に示すように、実施例２の発泡ケーブルは、実施例２と同じ静電容量を有する比較例
２に比べて、コア外径（ｍｍ）が０．３５から０．３３に細径化されている。実施例３～
５についても、発泡率を８０％以上、平均発泡セル径を１０μｍ以下とし、発泡セルの合
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しても電気特性が維持されている。
【００４１】
 
　各実施例、比較例について、実施例１と同様にしてケーブルコア外径の標準偏差を求め
た。
本発明のケーブルコアの実施例と比較例のケーブルコア外径標準偏差等を表３に示す。
また、実施例１のケーブルコアを用いて作成した同軸ケーブルについて、 Ｔｉｍｅ　Ｄ
ｏｍａｉｎ　Ｒｅｆｌｅｃｔｍｅｔｒｙ（ＴＤＲ）測定を行った結果のＴＤＲ曲線を図５
に示す。同様に、実施例２のケーブルコアを用いて作成した同軸ケーブルについて、ＴＤ
Ｒ測定を行った結果のＴＤＲ曲線を図６に示す。
【表３】

【００４２】
実施例１のケーブルコアはコア外径の標準偏差が０．０１２ｍｍより大きく、図５の特性
インピーダンスを示すＴＤＲ曲線の波形に乱れがあり、ケーブル位置によって特性インピ
ーダンスが変動していることが分かる。実施例２のケーブルコアは、コア外径の標準偏差
が０．０１２ｍｍ以下であり、図６に示すＴＤＲ曲線の波形が安定し、特に電気特性が安
定した伝送ケーブルが得られている。
【００４３】
 
以上のように、本発明のケーブルコアによれば、発泡誘電体の発泡率が高いにも関わらず
、発泡セルの肥大化、合一化が抑制されている。発泡誘電体の発泡率が高く、発泡セル径
が小さく、発泡誘電体全体の発泡セル径が均一なケーブルコアを得ることができることで
、ケーブルコアを主な構成要素とする発泡同軸ケーブルにおいて、細径化を図りながらケ
ーブル径が大きいときと同等の電気特性を維持できる。
【産業上の利用可能性】
【００４４】
　本発明のケーブルコアを構成要素とする発泡同軸ケーブルは、医療機器、通信機器、コ
ンピュータ等の電子機器は勿論、自動車、飛行機等の制御機器を狭小部に搭載する必要の
ある機械の制御回路にも適用可能である。
【符号の説明】
【００４５】
１　発泡同軸ケーブル、　１１　内部導体、１１ａ　導線、１２　発泡誘電体、１３　ス
キン層、１４　外部導体、１５　ジャケット
【要約】　　　（修正有）
【課題】電気特性を維持したまま、ケーブルコアの細径化を実現することが可能な技術を
提供する。
【解決手段】内部導体１１と、内部導体上に押出成形によって形成されたフッ素樹脂で構
成される発泡誘電体１２と、発泡誘電体を被覆するスキン層１３とを備えるケーブルコア
において、発泡誘電体は、発泡率が８０％以上であり、平均発泡セル径が１０μｍ以下で
あり、発泡セル径の標準偏差が２．５以下であるように構成されている。
【選択図】図１
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