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NEW ENGLAND WIRE
T E C H N O L O G I E S

New England Wire Technologies社
リッツ線のご紹介



周波数範囲

 60Hz ～ 1KHz
 1KHz ～ 10KHz 
10KHz ～ 20KHz 
20KHz ～ 50KHz 

 50KHz ～ 100KHz 
100KHz ～ 200KHz 
200KHz ～ 350KHz 
350KHz ～ 850KHz 
850KHz ～ 1.4MHz 
1.4MHz ～ 2.8MHz

28 AWG
30 AWG
33 AWG
36 AWG
38 AWG
40 AWG
42 AWG
44 AWG
46 AWG
48 AWG

320
254
180
127
100
78.0
63.5
50.0
40.6
30.4

216.7
346.9
694.0

1,416.0
2,235.7
3,778.0
5,904.9
9,419.6
14,898.3
23,885.2

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0003
1.0003
1.0003

リッツ線とは？
リッツ線は、個々に絶縁された多数のマグネットワ
イヤーを均一なパターンに撚り合わせたり編んだり
したもので、高周波巻線の交流損失を低減すること
を主な目的としています。
New England Wire Technologies (NEWT)社は、
公官庁やお客様固有の耐電圧要件を満足する為に、
多種様々な絶縁材を用いた無数のリッツ線構造をご
提供しております。

電気損失が少なく、はんだ付けが容易であることか
ら、個々の素線絶縁には、ポリウレタンやポリウレ
タンにナイロンのトップコートを施したエナメルが
一般的に使用されます。
しかしながら、その他の絶縁材質も適用可能です。
多くの場合、リッツ線全体が1重または2重の巻き
付け、或いは繊維巻きで被覆されていますが、被覆
されていないタイプもございます。

リッツ線を使う理由は?
モーターやトランスなどの電磁機器を製造する際は、
電線に電流を流して磁界を作ります。周波数を上げる
と、より強い磁界が発生し、結合度も高くなるため、
「表皮効果」と「近接効果」という2つの効果によっ
て、材料の損失が発生します。周波数が高くなると、
電流は表皮に移行し、隣接する素線の電界に押し流さ
れて、導体のコア部分が役立たなくなります。リッツ
線は、表皮効果と近接効果両方の損失を軽減します。
NEWT社は、表皮深さよりも小さい個々の素線で設計
し、それらの素線をリッツ線長全体に渡って転置しま
す。リッツ線の適切なサイズは、アプリケーション毎
の周波数に基づいて決定されます。
アプリケーションの動作周波数を決定することは、
リッツ線を設計する際に考慮すべき最も重要な問題で
す。アプリケーションの動作周波数は、リッツ線構造
と素線ワイヤーゲージ（AWG）の双方を決定します。
下表は、多くのリッツ線構造で推奨される素線ワイ
ヤーゲージ（AWG）と周波数の関係を示します。
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推奨素線ワイヤーゲージ 直流抵抗値
（mΩ/m max.）

公称銅線径
（µm）

素線
RAC/RDC比
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•  高周波巻線における交流損失の低減
• 効率の向上
• 表皮効果の軽減
• 近接効果の軽減
• 過電流損の軽減
• 温度上昇の低減
• 製品の小型化
• 製品の軽量化
• "ホットスポット"の回避

BENEFITS
OF LITZ WIRリッツ線の利点E
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中心のファイバーコア周辺にType 2 
リッツ線を撚り合わせて絶縁処理した
束構造が特徴であり、オプションで
外被を付加可能です。

Construction features insulated
bundles of Type 4 Litz wire twisted
around a central fiber core with
optional outer insulation.

Construction features insulated
wire braided and formed into a
rectangular profile with optional
outer insulation.

Construction features a single
twisting operation with an optional
outer insulation

単線を撚り合わせた構造が特徴であり、
オプションで外被を付加可能です。

.
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撚り線を束ねた構造が特徴であり、
オプションで外被を付加可能です。

Construction features insulated bundles
of twisted wire twisted together with an
optional outer insulation.

リッツ線製品
ラインナップ
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撚り線を束ねて絶縁された束構造が
特徴であり、オプションで外被を付
加可能です。

中心のファイバーコア周辺にType 4 
リッツ線を撚り合わせて絶縁処理し
た束構造が特徴であり、オプション
で外被を付加可能です。

絶縁処理した撚り線を編組し、矩形
に成形した構造が特徴であり、オプ
ションで外被を付加可能です。
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絶縁処理した素線を束ねて矩形に成形
した構造が特徴であり、オプションで
外被を付加可能です。

Construction features bundles of
twisted wire twisted around a central
fiber core with optional outer insulation.

角型リッツ線

Square Profiled Litz Wire allows for
the best possible use of the available

winding space in your application.

冷却リッツ線

Cooled Litz Wire uses a tube core
to carry coolant through the Litz,
increasing the current carrying

capacity of the winding.

台形リッツ線

Keystone shaped Litz Wire gives the
best wire packing density allowing

for the winding of perfect segments.

カスタム形状リッツ線

Formed and compacted Litz Wire
constructions for applications where

limited space necessitates a conductor
with excellent fill factor and

copper density

成形及び圧縮されたリッツ線構成は、
限られたスペース内で、優れた充填率
と銅密度を持つ導体を要する用途に適
しております。

.

?
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中心のファイバーコア周辺に撚り線を
束ねた構造が特徴であり、オプション
で外被を付加可能です。

角型リッツ線は、お客様のアプリケー
ションで使用可能な巻線スペースを
最大限に活用することが出来ます。

冷却リッツ線は、チューブコアを用い
てリッツ線全体に冷却材を搬送し、
巻線の通電容量を増加させます。

台形リッツ線は、線材の充填密度が最
も高く、完全な区分の巻き取りを可能
にします。

リッツ線製品
ラインナップ



素線絶縁材質 AWG
サイズ 利点 留意点

ポリビニル
アセタール 14-50

ポリウレタン

Class 155°C
MW79-C

Class 180°C
MW82-C

30-53300--55000

24-52244--55000

• Excellent electrical properties for high “Q” coils.
• Easily solderable at 390°C/360°C
• Excellent film adhesion and flexibility
• Good moisture and chemical resistance

• Not recommended for applications
with the possibility of severe thermal
overloadd

ポリウレタン/
ポリアミド

10-46

24-46

Class 180°C
MW77-C 30-53300--55000

• Solderable at 470°C
• Excellent thermal properties
• Good electrical properties and moisture resistance
• Good compatibility with varnishes and solvents
• Improved thermal overload

• Low abrasion resistance compared
to Nylon and Amide-Imide overcoat
materials

• Preheat before varnishing is
recommendedd

30-50

Class 200°C
MW74-C 34-43344--44444

• Excellent flexibility and abrasion resistance
• Excellent thermal overload and moisture resistance
• Superior dielectric strength
• Good chemical resistance

• Not recommended for use in oil-filled
power and distribution transformers

• Must be stripped before soldering
• Preheat before varnishingg

4-50

Class 240°C
MW16-C 10-51100--55000

• Excellent flexibility
• Excellent thermal overload and radiation resistance
• Excellent chemical compatibility
• High dielectric strength
• Adequate abrasion resistance
• Low outgas

• Must be stripped before soldering
• Must be annealed before varnishing
• Will solvent crazee

素線絶縁ラインナップ

* 上記以外の絶縁材質が適用可能な場合があります。
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ポリエステル (イミド)

ポリエステル (イミド)
/ポリアミド

ポリエステル
(アミドイミド)

ポリエステル 
(アミド) (イミド)
/ポリアミドイミド

ポリイミド

温度規格
ANSI/NEMA

クラス155℃
MW 79-C

クラス180℃
MW 82-C

クラス155℃
MW 80-C

クラス180℃
MW 83-C

クラス180℃
（MW 77-C）

クラス180℃
MW 78-C

クラス200℃
MW 74-C

クラス200℃
MW 35-C

クラス240℃
MW 16-C

・優れた耐摩耗性と変圧器油との互換性
・優れた電気的特性
・極低温アプリケーションでの適用

・高Q値コイルに対応した優れた電気的特性
・容易半田付け温度 390℃/360℃
・優れた塗膜密着性と柔軟性
・優れた耐湿性と耐薬品性

・優れた電気的特性
・容易半田付け温度 430℃/390℃
・優れた塗膜密着性と柔軟性
・ナイロン被膜による耐薬品性と機械的強度の向上
・ナイロン被膜による低摩擦係数の実現

・半田付け温度 470℃
・優れた熱特性
・優れた電気的特性と耐湿性
・ワニスと溶剤との優れた互換性
・熱過負荷性の向上

・半田付け温度 470℃
・優れた熱特性
・優れた電気的特性、ワニスと溶剤との互換性
・熱過負荷性の向上
・優れた耐湿性
・ナイロン被膜による低摩擦係数の実現

・優れた柔軟性と耐摩耗性
・優れた熱過負荷性と耐湿性
・優れた絶縁耐力
・優れた耐薬品性
・優れた柔軟性と耐摩耗性
・優れた熱過負荷性と耐湿性
・優れた絶縁耐力
・優れた耐薬品性
・優れた柔軟性
・優れた熱過負荷性と耐放射線性
優れた化学的互換性

・高い絶縁耐力
・十分な耐摩耗性
・低アウトガス

・半田付け前に必ず剥離して下さい。
・ワニスを塗布する前に焼きなましする

必要があります。

・激しい熱負荷が発生する可能性のある
アプリケーションには推奨しておりま
せん。 

・激しい熱負荷が発生する可能性のある
アプリケーションには推奨しておりま
せん。

・ナイロン保護膜は吸湿性を有します。

・ナイロンやアミドイミド保護膜と比べ
ると、耐摩耗性が低いです。

・ワニスを塗布する前の予熱を推奨して
おります。

・ナイロン保護膜は吸湿性を有します。
・ワニスを塗布する前の予熱を推奨して

おります。

・油入変圧器及び配電変圧器での使用は
推奨しておりません。

・半田付け前に必ず剥離して下さい。
・ワニスの塗布前に予熱して下さい。

・半田付け前に必ず剥離して下さい。
・ワニスの塗布前に予熱して下さい。

・半田付け前に必ず剥離して下さい。
・ワニスの塗布前に必ず焼きなまし
して下さい。

・溶剤によるクラックが発生します。

クラス155℃
MW 15-C



Insulations
Temperature

Rating
AWG
Sizes

Advantages Considerations

Polyvinyl Formal
Class 105°C

MW15-C 14-50

• Excellent abrasion resistance and compatibility
with transformer oils

• Good electrical properties
• Used in Cryogenic applications

• Must be stripped before soldering
• Should be annealed before application

of varnish

Polyurethane

Class 155°C
MW79-C

Class 180°C
MW82-C

30-50

24-50

• Excellent electrical properties for high “Q” coils.
• Easily solderable at 390°C/360°C
• Excellent film adhesion and flexibility
• Good moisture and chemical resistance

• Not recommended for applications
with the possibility of severe thermal
overload

Polyurethane-Nylon

Class 155°C
MW80-C

Class 180°C
MW83-C

10-46

24-46

• Good electrical properties
• Easily solderable at 430°C/390°C
• Excellent film adhesion and flexibility
• Improved chemical and mechanical resistance from

nylon overcoat
• Nylon overcoat provides low coefficient of friction

• Not recommended for applications
with the possibility of severe thermal
overload

• Nylon overcoat is hygroscopic

Solderable
Polyester

Class 180°C
MW77-C 30-50

• Solderable at 470°C
• Excellent thermal properties
• Good electrical properties and moisture resistance
• Good compatibility with varnishes and solvents
• Improved thermal overload

• Low abrasion resistance compared
to Nylon and Amide-Imide overcoat
materials

• Preheat before varnishing is
recommended

Solderable
Polyester Nylon

Class 180°C
MW78-C 30-50

• Solderable at 470°C
• Excellent thermal properties
• Good electrical properties and compatibility with

varnishes and solvents
• Improved thermal overload
• Good moisture resistance
• Nylon overcoat provides low coefficient of friction

• Nylon overcoat is hygroscopic
• Preheat before varnishing is

recommended

Polyester
Amide-Imide

Class 200°C
MW74-C 34-44

• Excellent flexibility and abrasion resistance
• Excellent thermal overload and moisture resistance
• Superior dielectric strength
• Good chemical resistance

• Not recommended for use in oil-filled
power and distribution transformers

• Must be stripped before soldering
• Preheat before varnishing

Polyester/
Poly Amide-Imide
Overcoat

Class 200°C
MW35-C 4-50

• Excellent flexibility and abrasion resistance
• Excellent thermal overload and moisture resistance
• Superior dielectric strength
• Good chemical resistance

• Must be stripped before soldering
• Preheat before varnishing

Polyimide
Class 240°C

MW16-C 10-50

• Excellent flexibility
• Excellent thermal overload and radiation resistance
• Excellent chemical compatibility
• High dielectric strength
• Adequate abrasion resistance
• Low outgas

• Must be stripped before soldering
• Must be annealed before varnishing
• Will solvent craze

利点 留意点

155°C
• Good space factor
• Excellent abrasion resistance
• Solderable

• Hygroscopic

250°C
• Good space factor
• Good electrical properties at high

temperatures

• Non-solderable
• Higher cost than other fibers

テープ被覆材質 推奨最高使用温度

ポリエステル (PET) マイラー® 
(熱融着グレード可）

200°C
(Up to 220°C under certain

conditions)

• Excellent thermal properties
• Excellent electrical properties
• Excellent compatibility with varnishes, adhesives and transformer fluids
• Thinner grades are flexible
• Good resistance to tearing and abrasion

Ultimate operating temperature
determined by application

and glass type

• Excellent electrical properties at high temperatures
• Conformable
• Varnish compatible grades available
• Excellent solvent resistance

テープ・繊維被覆ラインナップ

* 上記以外の被覆材質が適用可能な場合もあります。 * ダクロン®、ノーメックス®、マイラー®及びカプトン®は
DuPont社の商標登録です。www.newenglandwire.com 7

特性

ノーメックス®
 (芳香族ポリアミド）

ポリイミド
カプトン®

 (熱融着及び熱粘着グレード可）

ガラス繊維布

マイカテープ

135℃

200℃
（特定条件下では最大220℃）

240℃
（特定条件下では最大400℃）

最大動作温度はアプリケーションと
ガラスの種類によって決定します。

最大動作温度はアプリケーションと
ガラスの種類によって決定します。

・高い絶縁耐力
・優れた耐摩耗性 - 押出成形ジャケット、繊維被覆、編組下の

バインダー、或いはバリア被覆材としてよく使用されます。

・優れた熱特性
・優れた電気的特性
・ワニス、接着剤及び変圧器向け流体との優れた互換性
・より薄いグレードは柔軟性があります。
・優れた耐引裂性及び耐摩耗性

・非常に高い絶縁耐力
・非常に優れた耐薬品性
・UL-94 V-0 難燃性
・優れた機械的特性

・高温における優れた電気的特性
・適合性
・ワニス対応グレード可
・優れた耐溶剤性

・高温での優れた電気的特性
・難燃性
・炎にさらされても、有用な電気的特性を維持可能です。

繊維被覆材質 推奨最高使用温度

綿

ナイロン

ダクロン® (ポリエステル)

ノーメックス®
(高耐熱ナイロン)

ガラス繊維

135℃

155℃

155℃

250℃

260℃

・低コストの被覆材
・優れた耐摩耗性

・優れた占積率
・優れた耐摩耗性
・半田付け可能

・優れた耐摩耗性
・半田付け可能
・最高使用温度がナイロンより若干高い。

・優れた占積率
・高温における優れた電気的特性

・高温における優れた電気的特性

・ナイロンやポリエステルと比べ
ると占積率が低い。

・半田付け不可

・吸湿性 

・占積率は綿やガラス繊維より優
れるが、ナイロンよりも低い。

・半田付け不可

・半田付け不可
・他の繊維被覆材と比べ高い。

・ナイロンと同等の占積率
・半田付け不可



200° C
• Thin wall winding wire
• High frequency interconnect
• Primary in multi-conductor

• Excellent heat resistance
• Outstanding water/chemical resistance
• Outstanding flame retardancy
• Low outgas

75° C • Litz Coax / Twinax • Very good dielectric properties
• Outstanding water resistance

90° C - 105° C • High frequency interconnect

• Excellent abrasion resistance
• Very good flexibility
• Can be coiled
• Halogen free

90° C - 125° C • High frequency interconnect
• Winding wire

• Highly flexible grades
• Medical grades
• Light weight grades
• Halogen free flame retardant grades
• Can be coiled

射出成形被覆ラインナップ
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射出成形材質

エチレン４
フッ化エチレン

（ETFE）

フッ化エチレン
プロピレン
（FEP）

ポリテトラフル
オロエチレン
（PFA）

ポリプロピレン/
ポリエチレン

ポリ塩化ビニル
（PVC）

ポリウレタン

ポリエステル

熱可塑性
エラストマー
（TPE）

シリコーン

最高使用温度

155℃

200℃

250℃

75℃

105℃

90℃~105℃

90℃~125℃

90℃~125℃

主な用途

・薄肉巻線
・高周波相互接続
・多導体のプライマリ材

・薄肉巻線
・高周波相互接続
・多導体のプライマリ材

・薄肉巻線
・高周波相互接続
・多導体のプライマリ材

・同軸/双軸リッツ線構成

・多導体のプライマリ材

・高周波相互接続 

・高周波相互接続
・薄肉巻線

・高周波相互接続
・巻線

・高周波相互接続
・高電圧相互接続
・高電圧巻線

200℃

・優れた巻線特性
・他のフッ素重合体と比べ、曲げ特性に優れる
・優れた耐熱性
・優れた耐水性/耐薬品性

・優れた耐熱性
・優れた耐水性/耐薬品性
・優れた難燃性
・低アウトガス

・優れた耐熱性
・優れた耐水性/耐薬品性
・優れた難燃性
・低アウトガス

・優れた誘電特性
・優れた耐水性

利点

・最も安価
・優れた難燃性
・優れた柔軟性
・医療グレード

・優れた耐摩耗性
・優れた柔軟性
・コイル化可能
・ハロゲンフリー

・高い屈曲グレード
・医療グレード
・軽量グレード
・ハロゲンフリー・難燃グレード
・コイル化可能

・優れた屈曲性
・優れた熱特性
・医療グレード
・コイル化可能

・優れた耐摩耗性
・コイル化可能
・優れた屈曲特性
・ハロゲンフリー

* 上記以外の絶縁材質が適用可能な場合があります。



Extruded
Insulation

Maximum
Temperature

Common Use Advantages

ETFE 155° C
• Thin wall winding wire
• High frequency interconnect
• Primary in multi-conductor

• Good winding characteristics
• Better at tight bend than other fluoropolymers
• Excellent heat resistance
• Excellent water/chemical resistance

FEP 200° C
• Thin wall winding wire
• High frequency interconnect
• Primary in multi-conductor

• Excellent heat resistance
• Outstanding water/chemical resistance
• Outstanding flame retardancy
• Low outgas

PFA 250° C
• Thin wall winding wire
• High frequency interconnect
• Primary in multi-conductor

• Excellent heat resistance
• Outstanding water/chemical resistance
• Outstanding flame retardancy
• Low outgas

PE/PP 75° C • Litz Coax / Twinax • Very good dielectric properties
• Outstanding water resistance

PVC 105° C • Primary in multi-conductor

• Least expensive
• Excellent flame resistance
• Excellent flexibility
• Medical grades

Polyurethane 90° C - 105° C • High frequency interconnect

• Excellent abrasion resistance
• Very good flexibility
• Can be coiled
• Halogen free

Polyester 90° C - 125° C • High frequency interconnect
• Thin wall winding wire

• Excellent abrasion resistance
• Can be coiled
• Excellent flex life characteristics
• Halogen free

TPE 90° C - 125° C • High frequency interconnect
• Winding wire

• Highly flexible grades
• Medical grades
• Light weight grades
• Halogen free flame retardant grades
• Can be coiled

Silicone 200° C
• High frequency interconnect
• High voltage interconnect
• High voltage winding wire

• Outstanding flexibility
• Outstanding heat resistance
• Medical grades
• Can be coiled

• 固定子巻線
• 高周波インダクタ
• 電源トランス
• モータージェネレーター
• ハイブリッドカー
• 風力発電機
• 通信機器
• 舶舶用音響制御システム
• 誘導加熱装置
• ソナー装置
• 無線送信装置
• スイッチモード電源
• 超音波機器
• リニアモーター
• センサー
• アンテナ
• 接地アプリケーション
• ワイヤレス給電システム
• 電気自動車用充電器
• 高周波チョーク
• コイル
• 高周波モーター
• 医療機器用充電器

2,8
1, 2, 7,11,, 22,, 77,, 888 • Tuning Coilss

1, 2, 8

1, 2,11,, 22,, 888 • Motor Drive (Motor Controller)
• Solar Inverterss

2, 8

1, 2, 3,11,, 22,, 33,, 888 • Drive the coils for many applications listedd

1, 2, 7, 8
2,22,, 777 • Industrial Machineryy

5, 6

2, 7,22,, 77,, 888
• Electric Vehicles
• Automotive
• Medical
• Electronicss

1, 2, 7, 8

1,11,, 222 • Fluorescent Lightingg

2, 3, 4, 5

2, 7,22,, 77,, 888 • Energy Storagee

2

All Litz Types
• High Fidelity Speaker Wire
• Audio Interconnect

アプリケーション
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リッツ線用途

ワイヤレス給電（WPT）

高Q値回路
トランス、トロイダルトランス

インダクター/チョークコイル

モーター、発電機
リニア誘導モーター
永久磁石モーター

高周波電源
インバーター

低インピーダンス接地
高出力無線のチューニング回路

DC/DCコンバーター

IH（誘導加熱）コイル

安定コイル

高周波伝搬
給電リッツリード線

フライホイールのエネルギー貯蔵

プラズマ抑制コイル

特殊オーディオ分野

リッツ線
タイプ

全タイプ

用途例

・車両用充電システム
・チューニングコイル

・電源トランス
・モーター駆動（モーター制御装置）
・太陽光発電様インバーター

・リニアモーターカー
・車両推進
・石油・天然ガス掘削
・自動部品移動
・風力発電機

・コイル駆動用各種アプリケーション
・DC/AC変換
・産業機械

・VLF帯無線伝送
・電気自動車（EV）
・自動車
・医療用途
・エレクトロニクス
・IHクッキングヒーター
・シーリングボトル（粘着性アルミニウム）
・樹脂加熱前のモールド予熱
・溶融金属加工
・蛍光灯照明
・薄膜蒸着装置への導出
・ガラスのプラズマ被覆への導線
・誘導加熱ブランケットへの導出

・エネルギー貯蔵

・ステラレーター/核融合エネルギー実験

・高忠実度スピーカーワイヤー
・オーディオ相互接続



400Hz ~ 1kHz
巻線ウィンドウに合わせた圧縮率 ~90%

アスペクト比：18:1
Type 8

1 KHz to 50 KHz
Density to 88%

Aspects to 7 to 1

Type 8 
（同芯撚り）

Type 8  
（バンチング）

1 KHz to 2 MHz
Density to 70%

Aspects to 4.5 to 1

Type 8
（角型）

Type 2  
Formed

（成形加工）

1 KHz to 2 MHz
Density to 70%

Aspects to 20 to 1
Type 7

Type 8

設計ソリューション
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1kHz ~ 50kHz
密度：~88%

アスペクト比：7:1

1kHz ~ 850kHz
密度：~75% 

アスペクト比：5:1

1kHz ~ 2MHz
密度：~70% 

アスペクト比：4.5:1

1kHz ~ 2MHz
密度：~70% 

アスペクト比：1.75:1

1kHz ~ 2MHz
密度：~70% 

アスペクト比：20:1

カスタム形状
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NEW ENGLAND WIRE
T E C H N O L O G I E S

【お問い合わせ先（日本総販売代理店)】 
日本エヤークラフトサプライ株式会社
〒160-0005 東京都新宿区愛住町3-3
営業部 営業推進課 金子　尚史
TEL: 03-5368-5200 内線：7237 
E-mail: tkaneko@nasco.co.jp

LITZ WIRE

100年以上に渡る
イノベーションの推進
New England Wire Technologies（NEWT）社は、
お客様から提供頂いた仕様、或いは固有の要件に
合わせて、革新的且つ他に類を見ないリッツ線の
ソリューションを開発・設計・製造致します。
製造工程の垂直統合により、お客様のデザインから
市場投入までの期間は業界最短となっております。




