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(57)【要約】
【課題】耐食性に優れるアルミニウム合金線、アルミニ
ウム合金撚り線、この合金撚り線を導体とする絶縁電線
、この絶縁電線を具える端子付き電線を提供する。
【解決手段】自動車用電線の導体に用いられるアルミニ
ウム合金線であって、断面積が8mm2以下であり、銅や銅
合金からなる端子部材が取り付けられる合金線の端部の
外面に被覆層を具える。被覆層は、最外層が錫又は錫合
金から構成される。断面積が8mm2以下であるアルミニウ
ム合金線では、銅や銅合金からなる端子部材の近傍にお
いて、アルミニウム合金の露出面積に対する銅や銅合金
の露出面積が大きくなることから電食が生じ易い。しか
し、アルミニウム合金と銅や銅合金からなる端子部材と
の間に、錫又は錫合金が存在することで、アルミニウム
合金と端子部材との間での電食を低減することができる
。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自動車用電線の導体に用いられるアルミニウム合金線であって、
　前記合金線は、断面積が8mm2以下であり、
　前記合金線の外面の少なくとも一部に被覆層を具えており、
　前記被覆層の最外層が錫又は錫合金から構成されていることを特徴とするアルミニウム
合金線。
【請求項２】
　前記被覆層は、前記合金線の直上に設けられた中間層と、この中間層の上に設けられた
前記最外層とを具え、
　前記中間層は、ニッケル、ニッケル合金、銅、銅合金、亜鉛、及び亜鉛合金かから選択
される少なくとも1種の金属から構成されていることを特徴とする請求項1に記載のアルミ
ニウム合金線。
【請求項３】
　前記最外層の厚さが10μm以下であることを特徴とする請求項1又は2に記載のアルミニ
ウム合金線。
【請求項４】
　前記被覆層の合計厚さが15μm以下であることを特徴とする請求項2又は3に記載のアル
ミニウム合金線。
【請求項５】
　前記合金線の周面の少なくとも一部及び端面に前記被覆層を具えることを特徴とする請
求項1～4のいずれか1項に記載のアルミニウム合金線。
【請求項６】
　請求項1～5のいずれか1項に記載の複数のアルミニウム合金線を撚り合わせてなり、こ
の撚り線の断面積が8mm2以下であることを特徴とするアルミニウム合金撚り線。
【請求項７】
　アルミニウム合金からなる導体と、この導体の外周に絶縁層を具える絶縁電線であって
、
　前記導体は、請求項1～5のいずれか1項に記載のアルミニウム合金線、複数の当該アル
ミニウム合金線を撚り合わせた撚り線、及び撚り線を圧縮成形した圧縮線材のいずれかで
あることを特徴とする絶縁電線。
　但し、前記撚り線の断面積、及び前記圧縮線材の断面積は、8mm2以下とする。
【請求項８】
　前記絶縁電線の端部は、前記絶縁層が除去されて導体が露出されており、この露出され
た導体の外面の少なくとも一部に前記被覆層を具えることを特徴とする請求項7に記載の
絶縁電線。
【請求項９】
　請求項8に記載の絶縁電線と、この絶縁電線の端部に取り付けられた、銅又は銅合金か
ら構成される端子部材とを具え、
　前記絶縁電線において絶縁層が除去されて導体が露出された箇所であって、端子部材に
覆われていない箇所の外面の少なくとも一部に前記被覆層を具えることを特徴とする端子
付き電線。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電線の導体に用いられるアルミニウム合金線及びアルミニウム合金撚り線、
この合金線などを導体とする絶縁電線、この絶縁電線と端子部材とを具える端子付き電線
に関するものである。特に、耐食性に優れるアルミニウム合金線及び端子付き電線に関す
るものである。
【背景技術】
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【０００２】
　従来、自動車や飛行機などの搬送機器、ロボットなどの産業機器の電線は、その端部に
おいて、絶縁層を除去して導体を露出させ、この導体部分に端子を取り付けて利用されて
いる。電線の導体や端子の構成材料は、導電性に優れた銅や銅合金といった銅系材料が主
流である。
【０００３】
　昨今、自動車の高性能化や高機能化が急速に進められてきており、車載される各種電気
機器、制御機器などの増加に伴い、これらの機器に使用される電線も増加傾向にある。一
方、近年、環境保全のため、自動車や飛行機などの燃費の向上が望まれている。軽量化す
ると、燃費を向上できる。そこで、電線の軽量化のために、比重が銅の約1/3であるアル
ミニウムやその合金を導体に用いることが検討されている(特許文献1)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開2005-108608号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　アルミニウム合金線を導体とした電線に対して、耐食性を向上することが望まれている
。
【０００６】
　上述のように端子は、銅や銅合金からなるものが多い。そのため、導体の構成材料がア
ルミニウム合金である場合、導体の構成材料と端子の構成材料とが異種の金属であること
から、アルミニウム合金からなる導体と銅などからなる端子との間で電気腐食(電食)が生
じ得る。
【０００７】
　特許文献1では、電食を低減するために、アルミニウムの露出面積に対する銅の露出面
積を小さくすること、具体的には、端子において導体が溶接される箇所を除く部分に錫メ
ッキを施すことを提案している。しかし、特許文献1では、上記露出面積をどの程度にす
ればよいかについて、具体的に検討されていない。
【０００８】
　そこで、本発明の目的は、自動車用電線の導体に好適であり、耐食性に優れるアルミニ
ウム合金線、及びアルミニウム合金撚り線を提供することにある。また、本発明の他の目
的は、上記合金線や撚り線を導体とした耐食性に優れる絶縁電線、及び端子付き電線を提
供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　アルミニウム合金の露出面積に対する銅や銅合金の露出面積の割合が小さいほど、電食
を低減することができる。本発明者らが更に検討したところ、アルミニウム合金からなる
導体と、銅といったアルミニウムよりも貴な金属からなる端子部材との間に、アルミニウ
ムよりも貴な金属、具体的には錫又は錫合金からなる層を存在させると、腐食電流を小さ
くすることができることから、電食を効果的に低減することができるとの知見を得た。特
に、導体の断面積が特定の範囲である場合に、電食の低減効果が大きいとの知見を得た。
本発明は、上記知見に基づくものである。
【００１０】
　本発明のアルミニウム合金線(以下、Al合金線と呼ぶ)は、自動車用電線の導体に用いら
れるものであって、断面積が8mm2以下である。このAl合金線の外面の少なくとも一部に被
覆層を具えており、この被覆層の最外層は、錫又は錫合金から構成されている。
【００１１】
　本発明Al合金線は、外面(表面)の少なくとも一部に錫層又は錫合金層を具えることで、
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異種の金属、特に、アルミニウムよりも貴な銅や銅合金といった金属からなる端子部材が
接続されても、この端子部材とAl合金線との間に、アルミニウムよりも貴な錫や錫合金か
らなる層を存在させることできる。この錫層や錫合金層の存在により、本発明Al合金線は
、腐食速度を遅くすることができ、端子部材との間で生じる電食を効果的に低減すること
ができる。特に、本発明Al合金線では、断面積を8mm2(8sq)以下に限定している。ここで
、断面積が8mm2超である太いAl合金線では、銅や銅合金からなる端子部材が取り付けられ
る端部において、銅や銅合金の露出面積に対するAl合金の露出面積の比(以下、Al露出比
と呼ぶ)が相対的に大きくなることから、電食が生じ難くなる。しかし、断面積が8mm2(8s
q)以下である細いAl合金線では、Al露出比が小さくなる(銅などの露出面積が多くなる)こ
とから、電食が比較的進行し易い。図3は、黄銅に対するアルミニウム合金の面積比と腐
食電流の密度との関係を示すグラフである。面積が異なる複数の黄銅板及びアルミニウム
合金板(1.05質量％Fe-0.15質量％Mg-Al)を用意し、両板の一端を導線で繋ぐと共に、両板
を0.5質量％濃度のNaCl水溶液に含浸する。この状態で、上記導線に電流計を取り付けて
腐食電流を測定する。測定した電流値をアルミニウム合金板の面積で除して電流密度を求
めた。そして、黄銅に対するアルミニウム合金の面積比(Al露出比)と上記電流密度との関
係を図3に示す。図3から、面積比(Al露出比)が大きいほど、即ち、銅合金に対してアルミ
ニウム合金の露出面積が大きいほど、電流密度が小さくなっていることが分かる。また、
図3から、この面積比と電流密度との関係は比例的な関係ではなく、当該面積比が小さく
なると電流密度が急激に大きくなることが分かる。従って、本発明Al合金線で規定するよ
うに、断面積が8mm2以下といった細いAl合金線の外面に上記被覆層を具えることで、電食
をより効果的に低減することができると言える。そのため、本発明Al合金線は、耐食性に
優れることが望まれる自動車用電線の導体に好適に利用することができる。以下、本発明
をより詳細に説明する。
【００１２】
　[Al合金線及びAl合金撚り線]
　　《組成》
　本発明Al合金線を構成するAl合金は、添加元素を含有し、残部がAl及び不可避的不純物
からなる種々の組成のものが利用できる。添加元素は、例えば、Fe、Mg、Si、Cu、Zn、Ni
、Mn、Ag、Cr及びZrから選択される1種以上が挙げられる。添加元素の好ましい合計含有
量は0.005質量％以上5.0質量％以下、より好ましくは0.1質量％以上2.0質量％以下である
。各元素の好ましい含有量は、質量％で、Fe:0.005％以上2.2％以下、Mg:0.05％～1.0％
、Mn,Ni,Zr,Zn,Cr及びAg:合計で0.005％以上0.2％以下、Cu:0.05％以上0.5％以下、Si:0.
04％以上1.0％以下である。これらの添加元素は、1種でも2種以上を組み合わせて含有し
ていてもよい。このような合金として、例えば、Al-Fe合金、Al-Fe-Mg合金、Al-Fe-Si合
金、Al-Fe-Mg-(Mn,Ni,Zr,Ag)合金、Al-Fe-Cu合金、Al-Fe-Cu-(Mg,Si)合金、Al-Mg-Si-Cu
合金などが挙げられる。
【００１３】
　Al合金の具体的な組成として、例えば、以下の(1)～(6)が挙げられる。
　(1)　質量％で、Feを0.90％以上1.20％以下、Mgを0.10％以上0.25％以下含有し、残部
がAl及び不可避的不純物。
　(2)　質量％で、Feを1.01％以上2.2％以下、Mgを0.05％以上0.5％以下、Mn,Ni,Zr,及び
Agから選択される1種以上の元素を合計で0.005％以上0.2％以下含有し、残部がAl及び不
可避的不純物。
　(3)　質量％で、Feを1.01％以上2.2％以下、Cuを0.05％以上0.5％以下含有し、残部がA
l及び不可避的不純物。
　(4)　質量％で、Feを1.0％以上2.2％以下、Cuを0.05％以上0.5％以下含有し、更にMgを
0.1％以上0.5％以下及びSiを0.04％以上0.3％以下の少なくとも1種を含有し、残部がAl及
び不可避的不純物。
　(5)　質量％で、Mgを0.2％以上1.0％以下、Siを0.1％以上1.0％以下、Cuを0.1％以上0.
5％以下含有し、残部がAl及び不可避的不純物。
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　(6)　質量％で、Mgを0.2％以上1.0％以下、Siを0.1％以上1.0％以下、Cuを0.1％以上0.
5％以下含有し、残部がAl及び不可避的不純物。但し、Mg及びSiの質量比Mg/Siが0.8≦Mg/
Si≦2.7を満たす。
【００１４】
　Feは、強度に優れるAl合金線が得られ、含有量が高いほどAl合金の強度が高まるが、導
電率や靭性が低下し易く、伸線加工時などで断線が生じ易くなるため、Fe:2.2質量％以下
が好ましい。Mn,Ni,Zr,Crは、導電率の低下が大きいものの、強度の向上効果が高い元素
であり、Ag,Znは、導電率の低下が少なく、強度の向上効果をある程度有する。Cuは、導
電率の低下が少なく、強度を向上することができる。Mgは、導電率の低下が大きいものの
、強度の向上効果が高く、特にSiと同時に含有することで、強度をより向上できる。また
、MgとSiを含有する場合に時効を行うと、時効硬化による強度の向上が期待できる。
【００１５】
　更に、上記Al合金は、Ti及びBの少なくとも一方を含有すると、鋳造時のAl合金の結晶
組織を微細にする効果があり、微細な結晶組織による強度の向上が期待できる。この微細
化効果を十分に得るには、質量割合で、Tiを100ppm以上500ppm以下、Bを10ppm以上50ppm
以下含有することが好ましい。
【００１６】
　　《特性》
　上記組成のAl合金から構成されると共に後述するように伸線後に適宜軟化処理を施すこ
とで、導電率:58％IACS以上、伸び:10％以上といった導電性及び靭性に優れるAl合金線と
することができる。添加元素の種類や量、軟化条件にもよるが、本発明Al合金線は、導電
率:59％IACS以上、伸び:25％以上を満たすこともできる。靭性に優れることで、導体にお
ける端子部材との境界近傍で導体が破断し難く、本発明Al合金線は、端子付き電線の導体
に好適に利用することができる。また、本発明Al合金線は、引張強さが110MPa以上200MPa
以下であると、高靭性と高強度とを両立することができて好ましい。添加元素(種類や含
有量)、製造条件(伸線加工時の加工度(断面減少率)、軟化条件など)を適宜調整すること
で、導電率、伸び、引張強さが上記特定の範囲を満たすAl合金線が得られる。
【００１７】
　　《断面積》
　本発明Al合金線の断面積は、伸線加工時の加工度を適宜調整することで変化させること
ができる。本発明Al合金線では、特に断面積を8mm2以下とする。例えば、Al合金線の断面
形状を円形状とする場合、線径(直径)を3.2mm以下とする。断面積が8mm2超の線材では、
上記Al露出比が十分に大きいことから、被覆層が存在することによる電食の低減効果が得
られ難い。特に断面積が3mm2以下、更には断面積が1mm2以下のAl合金線の場合、被覆層が
存在することによる電食の低減効果が顕著である。
【００１８】
　　《断面形状》
　本発明Al合金線は、伸線加工時のダイス形状によって種々の断面形状を有することがで
きる。断面円形状が代表的であり、その他、楕円形状、矩形や六角形などの多角形状など
の断面形状が挙げられる。形状は特に問わない。
【００１９】
　　《線材の形態》
　　＜単線＞
　上記本発明Al合金線は、単線のまま利用することができる。
　　＜撚り線＞
　上記本発明Al合金線を複数用意して撚り合わせた撚り線とすることもできる。細径のAl
合金線(単線)であっても撚り合わせることで、強度の高い線材とすることができる。撚り
合わせ本数は、特に問わない。例えば、7,11,19,37本が挙げられる。また、本発明Al合金
撚り線は、撚り合わせた後、圧縮成形した圧縮線材とすると、単に撚り合わせた状態より
も線径が小さい線材とすることができる。この撚り線や圧縮線材は、撚り線や圧縮線材の
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断面積が8mm2以下となるように、撚り合せる各Al合金線の断面積を調整したり、圧縮度合
いを調整する。
【００２０】
　[被覆層]
　　《組成》
　本発明Al合金線の外面に具える被覆層は、少なくとも最外層が錫(Sn)又は錫合金からな
る。Snは、Alよりも貴な金属であり、Al合金と銅や銅合金との間に存在させることで、Al
の腐食電流を低減することができるため、Al合金と銅や銅合金との間での電食を低減でき
る。錫合金は、Cu-Sn合金などが挙げられ、錫よりも腐食電流を低減し易い傾向にある。
【００２１】
　被覆層は、錫又は錫合金のみからなる単層でもよいし、錫又は錫合金からなる最外層と
Al合金線との間に別の材質からなる中間層を具える多層構造、即ち、Al合金線の直上に設
けられた中間層と、この中間層の上に設けられた上記最外層とを具える構成でもよい。中
間層の構成材料は、ニッケル(Ni)、ニッケル合金、銅(Cu)、銅合金、亜鉛(Zn)、及び亜鉛
合金から選択される少なくとも1種の金属が挙げられる。これらの金属は、Al合金と錫や
錫合金との双方になじみがよく、Al合金と錫や錫合金との間に存在されることで、最外層
とAl合金線との間を密着させ易い。中間層は、1層でも2層以上でもよい。ニッケル合金は
、Zn-Ni合金、銅合金は、Cu-Sn合金、Cu-Zn合金、亜鉛合金は、Zn-Sn合金が挙げられる。
【００２２】
　なお、上記Al合金線の外面に上記金属による被覆層に加えて樹脂層を具えることでも、
Al合金の露出面積自体を無くすことができるため、電食を低減できる。例えば、Al合金線
の周面に上記被覆層を具え、端面に樹脂層を具える構成とすることができる。或いは、上
記被覆層を具えていないAl合金線であっても、端子部材の表面においてAl合金線と直接接
触しない箇所の少なくとも一部、好ましくは当該箇所の全域に錫、錫合金から選択される
少なくとも1種からなる層を設けたり、Al合金線の端部と端子部材との間に錫又は錫合金
からなる薄板を存在させたり、Al合金線の端部を錫又は錫合金からなる有底筒状体で覆っ
てもよい。上記被覆層を具えるAl合金線に対して、更に、表面に上記錫などからなる層を
具える端子部材を利用すると、Al合金線の電食をより効果的に低減することができる。
【００２３】
　　《厚さ》
　最外層の厚さは、0超10μm以下といった非常に薄くても、電食抑制に十分に効果がある
。10μm超と厚いと、端子部材を取り付ける際に被覆層が剥離し易くなる。被覆層が多層
構造である場合、合計厚さは15μm以下が好ましく、そのうち最外層は、上記厚さを満た
すことが好ましい。被覆層が多層構造である場合、合計厚さが15μm超と厚いと、端子部
材を取り付ける際に被覆層が剥離し易くなる。一方、被覆層が薄過ぎるとピンホールが出
来易くなる。ピンホールが存在すると、ピンホール部分で電食が加速的に進む。そのため
、被覆層が錫又は錫合金からなる単層の場合、厚さは0.5μm以上10μm以下が好ましい。
被覆層が多層構造である場合、下層にピンホールが存在しても、その上の層によりピンホ
ールが埋められるため、各層は薄くてもよく、合計厚さは0.5μm以上10μm以下がより好
ましく、各層の厚さは0.2μm以上7μm以下が好ましい。
【００２４】
　　《被覆領域》
　上記被覆層は、Al合金線の外面の少なくとも一部、特に、端子部材が取り付けられるAl
合金線の端部においてその周方向の領域の少なくとも一部に設けられていることが好まし
い。Al合金線を絶縁電線の導体として利用する場合、絶縁電線の端部は絶縁層が除去され
、露出されたAl合金線(導体)に端子部材が取り付けられる。この露出箇所のうち、端子部
材で覆われる箇所(端子部材に直接接触する箇所)は、Al合金線が大気(特に、大気中の水
分の溶存酸素など)に接触し難いことから、Al合金線が腐食し難い。一方、上記露出箇所
のうち、端子部材に覆われず、かつ絶縁層にも覆われていない端子部材近傍の箇所(以下
、導体露出箇所と呼ぶ)は、Al合金が腐食し易い。そのため、Al合金線の端部において、
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少なくとも導体露出箇所となり得る領域は、上記被覆層を具えることが好ましく、当該端
部においてその周方向の全域に上記被覆層を具えていてもよい。他方、Al合金線において
端子部材が取り付けられず、端子部材から十分に離れた箇所は、通常、絶縁層で覆われる
ため、上記被覆層が無くてもよい。また、端子部材が取り付けられるAl合金線の端部にお
いて、その周方向だけでなく、端面にも上記被覆層が設けられていると、Al合金の露出部
分を無くすことができるため、電食の低減効果を更に高められる。
【００２５】
　　《形成方法》
　被覆層は、めっき法、CVD法やPVD法といった蒸着法などの種々の形成方法が利用できる
。電気めっきや無電解めっき、溶融めっきといっためっき法は、被覆層を容易に形成する
ことができる。また、中間層のZn層の形成には、ジンケート処理やダブルジンケート処理
などを好適に利用することができる。被覆層の構成材料に応じて適宜形成方法を選択する
とよい。被覆層の形成時期は、後述する。
【００２６】
　[絶縁電線]
　上記Al合金線(単線)やAl合金撚り線、圧縮線材は、電線用導体に好適に利用することが
できる。用途に応じて、このまま導体として使用することもできるし、この導体の外周に
絶縁材料により形成した絶縁層を具える絶縁電線として使用することもできる。絶縁材料
は、適宜選択することができる。例えば、ポリ塩化ビニル(PVC)やノンハロゲン樹脂、難
燃性に優れる材料などが挙げられる。絶縁層の厚さは、所望の絶縁強度を考慮して適宜選
択することができ、特に限定されない。
【００２７】
　[端子付き電線]
　Al合金線やAl合金撚り線、圧縮線材を導体とした絶縁電線であって、例えば、導体の全
周(端面を含んでもよい)に亘って上記被覆層を具える場合、この絶縁電線の端部において
絶縁層を剥がして導体部分を露出させ、この露出させた導体部分に、外部機器などの接続
対象に接続できるように端子部材を取り付けることで、本発明端子付き電線が得られる。
或いは、Al合金線やAl合金撚り線、圧縮線材であって、その外周に上記錫などの被覆層を
具えていないものを導体とした絶縁電線の場合、この絶縁電線の端部において絶縁層を剥
がして、導体部分を露出させ、この露出させた導体部分に上記被覆層を設けてから端子部
材を取り付けることで、或いは露出させた導体部分に端子部材を取り付けてから、端子部
材に覆われずに露出されている導体露出箇所を覆うように上記被覆層を設けることで、本
発明端子付き電線が得られる。
【００２８】
　上記端子付き電線は、複数の絶縁電線に対して一つの端子部材を共有するような電線群
を含んでいてもよい。複数の絶縁電線は、結束具などにより一纏まりに束ねることで、ハ
ンドリング性に優れる。このような端子付き電線は、軽量化が望まれている種々の分野、
特に、燃費の向上のために更なる軽量化が望まれている自動車に好適に利用することがで
きる。端子部材は、電線の端部にかしめる(圧着する)ことで装着される圧着端子を好適に
利用することができる。
【００２９】
　[製造方法]
　上記被覆層を具える本発明Al合金線は、例えば、鋳造→熱間圧延→(ビレット鋳造材の
場合:均質化処理)→冷間伸線加工→(適宜、軟化処理)→被覆層形成という工程により形成
することができる。
【００３０】
　鋳造は、ビレット鋳造でもよいが、急冷凝固により結晶粒や晶析出物を微細化して微細
組織を有する鋳造材が得られる連続鋳造が好ましい。連続鋳造により、結晶の微細化によ
る強度の向上や、微細な晶析出物の分散による靭性の向上を図ることができる。急冷には
、水冷銅鋳型や強制水冷機構などを利用するとよい。冷却速度は、600～700℃において20
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℃/sec以上が好ましい。
【００３１】
　TiやBを添加する場合、溶湯を鋳型に注湯する直前に添加すると、Tiなどの局所的な沈
降を抑制して、Tiなどが均等に混合された鋳造材を製造することができて好ましい。
【００３２】
　上記鋳造工程と圧延工程とは、連続的に行うと、鋳造材に蓄積される熱を利用して熱間
圧延を容易に行えて、エネルギー効率がよい上に、バッチ式の鋳造方法と比較して、鋳造
圧延材の生産性に優れる。
【００３３】
　伸線加工工程において、加工度は、所望の線径に応じて適宜選択することができる。得
られた伸線材は、所望の本数を用意して撚り合わせ、撚り線とすることもできる。
【００３４】
　軟化処理は、結晶組織の微細化、及び加工硬化によって高めた線材の強度を極端に低下
させることなく軟化して、線材の靭性を高めるために行う。軟化処理の条件は、適宜選択
するとよく、例えば、処理後の線材(単線材又は撚り線)の伸びが10％以上となるような条
件により行う。軟化処理には、連続処理又はバッチ処理のいずれも利用できる。
【００３５】
　撚り線は、複数の伸線材又は軟材を撚り合わせることで得られ、圧縮線材は、この撚り
線を圧縮成形することで得られる。撚り線や圧縮線材の場合、上記軟化処理は、撚り合わ
せ前の線材のみに施してもよいし、撚り合わせ前後の双方で行ってもよいし、撚り合わせ
前の伸線材に施さず、撚り線や圧縮線材にのみ施してもよい。
【００３６】
　伸線材や軟材、これらを撚り合わせた撚り線、圧縮線材に被覆層を形成することで、本
発明Al合金線やAl合金撚り線が得られる。被覆層は、伸線材などの全長に亘って形成して
もよいし、上述のように端子部材が取り付けられる端部のみに形成してもよい。撚り線や
圧縮線材の場合、撚り合わされた状態で被覆層を形成してもよいが、撚り合わせる前の線
材(伸線材、軟材)に被覆層を形成しておくと、撚り合せた線材間に被覆層が存在すること
により、電食の低減効果を高められる。また、長尺な伸線材や軟材、これら撚り合わせた
撚り線、圧縮線材を切断して、所定長のAl合金線やAl合金撚り線を作製する場合、Al合金
線やAl合金線の端面に被覆層を有していないものが得られる。この場合、別途、端面に被
覆層を設けてもよい。軟化処理を行う場合であって、軟化処理時の加熱温度よりも融点が
低い材料からなる被覆層を具えるときには、軟化処理後に被覆層を形成する。軟化処理時
の加熱温度よりも融点が高い材料からなる被覆層を具えるときには、軟化処理の前後のい
ずれでも、被覆層を形成することができる。
【発明の効果】
【００３７】
　本発明Al合金線、本発明Al合金撚り線、本発明絶縁電線、及び本発明端子付き電線は、
耐食性に優れる。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】端子付き電線の概略を示す部分構成図である。
【図２】端子付き電線の腐食状況を説明する顕微鏡写真(25倍)であり、(A)は、試料No.1-
5のB-B断面における部分拡大写真、(B)は、試料No.1-100のB-B断面における部分拡大写真
、(C)は絶縁電線の断面写真を示す。
【図３】黄銅に対するアルミニウム合金の面積比と、腐食電流密度との関係を示すグラフ
である。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
　(試験例1)
　Al合金線を導体とする絶縁電線の端部に圧着端子を取り付けた端子付き電線を作製して
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腐食試験を行い、耐食性を評価した。
【００４０】
　試料のうち、電線は、鋳造→圧延→伸線→軟化→被覆層の形成→撚り線→圧縮→絶縁層
の形成という手順で作製した。具体的には、ベースとして純アルミニウム(99.7質量％以
上Al)を用意して溶解し、得られた溶湯(溶融アルミニウム)に表1に示す添加元素を表1に
示す含有量となるように投入して、Al合金溶湯を作製する。成分調整を行ったAl合金溶湯
は、適宜、水素ガス除去処理や、異物除去処理を行うことが望ましい。
【００４１】
　ベルト-ホイール式の連続鋳造圧延機を用いて、用意したAl合金溶湯に鋳造及び熱間圧
延を連続的に施し、φ9.5mmのワイヤーロッド(連続鋳造圧延材)を作製する。
【００４２】
　上記ワイヤーロッドに冷間伸線加工を施して、線径φ0.3mmの伸線材を作製し、得られ
た伸線材に350℃×3時間の軟化処理(バッチ処理、還元ガス雰囲気)を施して軟材を作製す
る。なお、得られた軟材の導電率、伸び、引張強さを調べたところ、いずれの軟材も、導
電率:58％IACS以上、伸び:10％以上、引張強さ:110～200MPaであった。
【００４３】
　上記軟材に公知の電気めっき法やジンケート処理、ダブルジンケート処理により、表1
に示す組成の被覆層を施し、軟材の全周面及び端面に被覆層を有する被覆線材を作製する
。表1に示す被覆層は、欄の左側がAl合金線側、欄の右側が最外側であり、()内は光学顕
微鏡の観察像を利用して測定した厚さを示し、「-」は、被覆層を有していないことを示
す。なお、ジンケート処理、ダブルジンケート処理によるZn層は、せいぜい数十ナノオー
ダーの厚さであり、この厚さは、例えば、TEM(透過型電子顕微鏡)による観察像を利用し
て測定することができる。
【００４４】
【表１】

【００４５】
　上記被覆線材を複数本撚り合わせて、撚り線を作製する。ここでは、内側3本、外側8本
の合計11本の被覆線材を撚り合わせた。
【００４６】
　得られた撚り線(断面積:約0.77mm2)の外周に、絶縁材料(ここでは、ハロゲンフリー絶
縁材料)により、絶縁層(厚さ0.2mm)を形成して、絶縁電線を作製する。この絶縁電線の端
部に圧着端子を取り付けて、図1に示す端子付き電線を作製する。
【００４７】
　端子付き電線10は、複数のAl合金線を撚り合わせてなる導体11と、導体11の外周を覆う
絶縁層12とを具え、一端側の絶縁層12が剥ぎ取られて露出された導体11に端子部材(圧着
端子)20が取り付けられている。端子部材20は、銅合金板の両縁側に適宜切り込みを入れ
てできた切片を折り曲げて形成したものであり、一端側の両切片22a,22bの縁が接するよ
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うに二つ折りにされてなる平坦な雄端子部22を有する。また、電線10の絶縁層12部分を挟
持するように、端子部材20の他端側の両切片21a,21bが折り曲げられている。端子部材20
において上記絶縁層部分の挟持箇所と雄端子部22との間の中間部には、絶縁層12から露出
された導体11が縦添えされ、この導体11を挟持するように両切片23a,23bが折り曲げられ
ている。従って、露出された導体11の大部分は、切片23a,23bに覆われており、端面及び
その近傍が切片23a,23bから露出した状態である。試料No.1-1～1-7は、この露出部分に被
覆層を具えており、Al露出比が実質的にゼロになっている。
【００４８】
　耐食性は、以下のように評価した。耐食性の試験として、塩水噴霧試験が知られている
が、この試験の試料のように、異種金属で構成され、電食が生じ得る試料に塩水噴霧試験
を適用すると、電食による試料の損傷が大き過ぎて、耐食性の評価が実質的にできない。
そこで、このような電食が生じ得る試料に対して耐食性を適切に評価するために、腐食の
進行が比較的緩やかに行われる環境を模擬した、以下の試験方法を採用した。
【００４９】
　まず、NaCl(電解質)を超純水(溶媒)に溶かして、濃度が26質量％の中性水溶液(200g)を
作製する。また、平均粒径が100μm程度のシリカ(SiO2)の粉末:100gを用意する。用いた
電解質、溶媒、粒状体はいずれも市販品である。
【００５０】
　用意したシリカの粉末を濾紙上に載せ、用意した上記水溶液(26％NaCl)をシリカの粉末
の上から滴下した後、150℃に加熱した恒温槽中に入れて乾燥し、NaClが付着した粉末を
得る(Cl-付着量:35000ppm)。得られた粉末を試料の一部が目視により確認できる程度に、
試料(特に、電線と端子部材との接合部分)に満遍なく振り掛けて(厚さ1mm以下)、60℃、9
5％RHに設定した恒温恒湿槽に入れ、6日間(144時間)保持する。6日後、恒温恒湿槽から試
料を取り出し、腐食状況を調べた。具体的には、図1において、絶縁層12が除去されて導
体11が露出された部分であって、切片23a,23bで挟持されている箇所付近を切断し(B-B切
断)、この断面を観察して、残存率(％)＝{(残存しているAl合金線の面積)/(作製したAl合
金線の面積)}×100を求め、この残存率により耐食性を評価する。面積は、断面写真に画
像処理などを施すことで容易に求められる。上記残存率が高いほど、耐食性が高いと言え
る。その結果を表2に示す。なお、塩水噴霧試験を行ったところ、残存するAl合金線の面
積の測定が困難なほど、試料の損傷が酷かった。
【００５１】
【表２】

【００５２】
　表2に示すように、最外層に錫又は錫合金からなる被覆層を具えるAl合金線を導体とし
た試料は、残存率が高く、耐食性に優れることが分かる。図2(A)は、試料No.1-5のB-B断
面の顕微鏡写真、図2(B)は、試料No.1-100のB-B断面の顕微鏡写真、図2(C)は、被覆電線
の断面の顕微鏡写真である。なお、図2(C)の写真は、軟材を撚り合せた後、断面外形が円
形状となるように圧縮加工を施した圧縮線材を導体とした被覆電線を示す。図2(A)～(C)
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において、白っぽい領域がAl合金からなる部分であり、図2(A),(B)は、導体の一部を示す
。図2(B)に示すように、上記被覆層を具えていない試料No.1-100は、Al合金線が腐食して
欠損し、外形が崩れており、耐食性に劣ることが分かる。これに対して、上記被覆層を具
えている試料No.1-5は、Al合金線が十分に残っており、耐食性に優れることが分かる。
【００５３】
　また、表2に示すように、被覆層にZnなどからなる中間層を具える場合、耐食性により
優れていた。この理由は、中間層を具えることで、錫又は錫合金からなる最外層が形成し
易く、この最外層が十分に存在したためであると考えられる。
【００５４】
　更に、全周面にのみ被覆層を具え、端面に被覆層を具えない被覆線材を作製し、この被
覆線材を用いて上述のように端子付き電線を作製して、上述のNaClが付着した粉末を用い
た腐食試験を行い、耐食性を評価した。その結果、線材の端面にも被覆層を具える試料の
方が、耐食性に優れていることを確認した。
【００５５】
　(試験例2)
　導体が同一組成のAl合金線からなり、導体断面積が異なる絶縁電線を複数用意し、これ
らの絶縁電線を用いて、試験例1と同様にして端子付き電線を作製し、試験例1と同様にし
て耐食性を評価した。その結果を表3に示す。
【００５６】
　この試験では、表3に示す電線サイズを有する導体であって、導体を構成するAl合金線
として被覆層を具えるものを用いた絶縁電線の試料No.2-1,2-2,2-3と、被覆層を具えてい
ないものを用いた絶縁電線の試料No.2-110,2-120,2-130,2-200とを作製して、耐食性を比
較した。導体は、試験例1と同様にして種々の線径の軟材を用意し、適宜な本数を撚り合
わせた後、圧縮加工することで作製した圧縮線材を利用した。例えば、試料No.2-1の導体
は、試験例1と同様にして線径φ0.3mmの軟材を合計11本撚り合せた後、試料No.2-200の導
体は、試験例1と同様にして線径φ0.32mmの軟材を用意し、この軟材を合計128本撚り合わ
せた後、圧縮加工することで作製した圧縮線材を利用した。
【００５７】

【表３】

【００５８】
　この試験結果により、Al合金線を導体とし、この導体の端部に端子部材が取り付けられ
た端子付き電線では、導体の断面積が8mm2超であれば、最外層に錫又は錫合金からなる被
覆層を具えていなくても、ある程度耐食性が高いことが分かる。一方、導体の断面積が8m
m2以下である場合、最外層に錫又は錫合金からなる被覆層を具えることで、耐食性を高め
られることが分かる。
【００５９】
　なお、上述した実施形態は、本発明の要旨を逸脱することなく、適宜変更することが可
能であり、上述した構成に限定されるものではない。例えば、Al合金線の組成、被覆層の
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組成及び厚さ、端子部材の組成を適宜変化させてもよい。また、撚り合わせる線材の大き
さや形状、撚り本数を変更してもよい。
【産業上の利用可能性】
【００６０】
　本発明端子付き電線は、耐食性に優れる上に、軽量であることから、例えば、自動車の
他、飛行機などの輸送機器、ロボットなどの産業機器の配線に好適に利用することができ
る。本発明絶縁電線は、上記本発明端子付き電線の構成材料に好適に利用することができ
る。本発明アルミニウム合金線及び本発明アルミニウム撚り線は、上記本発明絶縁電線の
導体に好適に利用することができる。
【符号の説明】
【００６１】
　10　端子付き電線　11　導体　12　絶縁層　20　端子部材
　21a,21b,22a,22b,23a,23b　切片　22　雄端子部

【図１】 【図３】
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【図２】

【手続補正書】
【提出日】平成27年3月13日(2015.3.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
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【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自動車用電線の導体に用いられるアルミニウム合金線であって、
　前記合金線は、Ｆｅ、Ｍｇ、Ｓｉ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｎｉ、Ｍｎ、Ａｇ、Ｃｒ及びＺｒから
選択される１種以上の添加元素を合計で０．００５質量％以上５．０質量％以下含有し、
残部がＡｌ及び不可避的不純物からなり、その断面積が８ｍｍ２以下であり、
　前記合金線の外面の少なくとも一部に被覆層を具えており、
　前記被覆層は、前記合金線の直上に設けられた中間層と、この中間層の上に設けられた
最外層とを具え、
　前記最外層が錫又は錫合金から構成され、
　前記中間層は、ニッケル、ニッケル合金、銅、銅合金、亜鉛、及び亜鉛合金から選択さ
れる少なくとも１種の金属から構成され、
　前記被覆層の合計厚さが１５μｍ以下で、前記最外層の厚さが１０μｍ以下であるアル
ミニウム合金線。
【請求項２】
　前記合金線は、以下の（１）～（６）のいずれかの組成を備える請求項１に記載のアル
ミニウム合金線。
（１）質量％で、Ｆｅを０．９０％以上１．２０％以下、Ｍｇを０．１０％以上０．２５
％以下含有し、残部がＡｌ及び不可避的不純物。
（２）質量％で、Ｆｅを１．０１％以上２．２％以下、Ｍｇを０．０５％以上０．５％以
下、Ｍｎ，Ｎｉ，Ｚｒ，及びＡｇから選択される１種以上の元素を合計で０．００５％以
上０．２％以下含有し、残部がＡｌ及び不可避的不純物。
（３）質量％で、Ｆｅを１．０１％以上２．２％以下、Ｃｕを０．０５％以上０．５％以
下含有し、残部がＡｌ及び不可避的不純物。
（４）質量％で、Ｆｅを１．０％以上２．２％以下、Ｃｕを０．０５％以上０．５％以下
含有し、更にＭｇを０．１％以上０．５％以下及びＳｉを０．０４％以上０．３％以下の
少なくとも１種を含有し、残部がＡｌ及び不可避的不純物。
（５）質量％で、Ｍｇを０．２％以上１．０％以下、Ｓｉを０．１％以上１．０％以下、
Ｃｕを０．１％以上０．５％以下含有し、残部がＡｌ及び不可避的不純物。
（６）質量％で、Ｍｇを０．２％以上１．０％以下、Ｓｉを０．１％以上１．０％以下、
Ｃｕを０．１％以上０．５％以下含有し、残部がＡｌ及び不可避的不純物。但し、Ｍｇ及
びＳｉの質量比Ｍｇ／Ｓｉが０．８≦Ｍｇ／Ｓｉ≦２．７を満たす。
【請求項３】
　前記合金線の断面積が１ｍｍ２以下である請求項１または請求項２に記載のアルミニウ
ム合金線。
【請求項４】
　前記合金線の周面の少なくとも一部及び端面に前記被覆層を具える請求項１～請求項３
のいずれか１項に記載のアルミニウム合金線。
【請求項５】
　前記中間層は、前記合金線側から順に、亜鉛層とニッケル層の二層構造、あるいは亜鉛
層と銅層の二層構造である請求項１～請求項４のいずれか１項に記載のアルミニウム合金
線。
【請求項６】
　前記中間層は、銅層または亜鉛層のいずれかである請求項１～請求項４のいずれか１項
に記載のアルミニウム合金線。
【請求項７】
　請求項１～請求項６のいずれか１項に記載の複数のアルミニウム合金線を撚り合わせて
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なり、この撚り線の断面積が８ｍｍ２以下であるアルミニウム合金撚り線。
【請求項８】
　アルミニウム合金からなる導体と、この導体の外周に絶縁層を具える絶縁電線であって
、
　前記導体は、請求項１～請求項６のいずれか１項に記載のアルミニウム合金線、複数の
当該アルミニウム合金線を撚り合わせた撚り線、及び撚り線を圧縮成形した圧縮線材のい
ずれかである絶縁電線。
　但し、前記撚り線の断面積、及び前記圧縮線材の断面積は、８ｍｍ２以下とする。
【請求項９】
　前記絶縁電線の端部は、前記絶縁層が除去されて前記導体が露出されており、この露出
された導体の外面の少なくとも一部に前記被覆層を具える請求項８に記載の絶縁電線。
【請求項１０】
　請求項８または請求項９に記載の絶縁電線と、この絶縁電線の端部に取り付けられた、
銅又は銅合金から構成される端子部材とを具え、
　前記絶縁電線において前記絶縁層が除去されて前記導体が露出された箇所であって、前
記端子部材に覆われていない箇所における前記合金線の外面の少なくとも一部に前記被覆
層を具える端子付き電線。
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