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(57)【要約】
【課題】ワイヤハーネスを一方向に容易に屈曲すること
ができ、一方向とは直交する他方向に屈曲し難くしたコ
ルゲートチューブにおいて、他方向への屈曲のし難さを
高める。
【解決手段】周方向の凹溝２と凸条３とをチューブ長手
方向に交互に配列したコルゲートチューブ１，１１，１
１´で、チューブ長手方向に凹溝の外周面２ａから凸条
の外周面３ａを超えて高く補強用のリブ４，１２，１２
´を突出形成した。リブ１，１２´の内側を一部ないし
全部中空５，１４とした。リブ１２の内側を中実１２ｃ
とした。周方向の凹溝２と凸条３とをチューブ長手方向
に交互に配列したコルゲートチューブ２１，２１´で、
チューブ長手方向に補強用のリブ２２，２２´を形成し
、リブの内側を一部ないし全部中実２２ｃ，２２ｃ´と
した。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　周方向の凹溝と凸条とをチューブ長手方向に交互に配列したコルゲートチューブにおい
て、チューブ長手方向に該凹溝の外周面から該凸条の外周面を超えて高く補強用のリブを
突出形成したことを特徴とするコルゲートチューブ。
【請求項２】
　前記リブの内側を一部ないし全部中空としたことを特徴とする請求項１記載のコルゲー
トチューブ。
【請求項３】
　前記リブの内側を中実としたことを特徴とする請求項１記載のコルゲートチューブ。
【請求項４】
　周方向の凹溝と凸条とをチューブ長手方向に交互に配列したコルゲートチューブにおい
て、チューブ長手方向に補強用のリブを形成し、該リブの内側を一部ないし全部中実とし
たことを特徴とするコルゲートチューブ。
【請求項５】
　前記凹溝の外周面から前記凸条の外周面にかけて前記リブを形成したことを特徴とする
請求項４記載のコルゲートチューブ。
【請求項６】
　断面長円形のコルゲートチューブであって、長径側の端部に前記リブを形成したことを
特徴とする請求項１～５の何れかに記載のコルゲートチューブ。
【請求項７】
　前記リブを１８０°方向に一対配置したことを特徴とする請求項１～６の何れかに記載
のコルゲートチューブ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば自動車のスライドドアやスライドシート等への給電等のために内側に
電線を屈曲自在に挿通させるハーネス保護チューブとしての蛇腹状のコルゲートチューブ
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　図６～図７は、従来のコルゲートチューブを用いたハーネス配索構造の一形態を示すも
のである（例えば特許文献１参照）。
【０００３】
　このハーネス配索構造は、自動車のスライドドア４１から車両ボディ４７にワイヤハー
ネス４３を配索してスライドドア側の電装品や補機等に常時給電を行うためのものであり
、ワイヤハーネス４３の外周には合成樹脂製のコルゲートチューブ４３ｂが装着されて、
複数本の電線４３ａを外部との干渉等から安全に保護している。コルゲートチューブ４３
ｂは周方向の凹溝と凸条とを蛇腹状に交互に有して良好な屈曲性を発揮する。複数本の電
線４３ａとコルゲートチューブ４３ｂとでワイヤハーネス４３が構成されている。
【０００４】
　スライドドア側においてワイヤハーネス４３は合成樹脂製のプロテクタ５０内に屈曲し
た状態で収容され、金属製の板ばねで上向きに付勢されて、スライドドア４１の半開時の
ハーネス余長が吸収されて、渡り空間４６（図７）における垂れ下がりが防止されている
。板ばね４４はワイヤハーネス４３と共にプロテクタ５０の前端下部側に固定されている
（ハーネス固定部を符号５９で示す）。
【０００５】
　プロテクタ５０はプロテクタベース５１とプロテクタカバー５２とで構成され、スライ
ドドア４１に縦置きに固定されて、プロテクタ５０の長形の下部開口５５からワイヤハー
ネス４３が渡り空間４６を経て車両ボディ４７のステップ部４８の近傍のハーネス固定具
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６０にかけて車両前後方向揺動自在に配索されている。
【０００６】
　図６はスライドドア４１の全閉状態、図７は同じく全開間近の半開状態をそれぞれ示し
ている。スライドドア４１の全閉状態でワイヤハーネス４３は後方へ引っ張られ、スライ
ドドア４１の全開状態でワイヤハーネス４３は前方へ引っ張られる。
【０００７】
　図８（ａ）（ｂ）は、従来のコルゲートチューブの一形態を示すものである（特許文献
２参照）。
【０００８】
　このコルゲートチューブ６１は、合成樹脂を材料として、周方向の凹溝（谷部）６２と
凸条（山部）６３をチューブ長手方向に交互に配列した断面長円形（平型）の蛇腹状のコ
ルゲートチューブであって、長径側の両端部に、谷部６２の外周面６２ａから山部６３の
外周面６３ａまでの高さのリブ６４をチューブ長手方向に一体形成することで、長径方向
の剛性を高めて、長径方向に曲がり難くしたものである。
【０００９】
　例えば、上記図６のハーネス配索構造（給電構造）に図８のコルゲートチューブ６１を
断面縦長の状態で用いた場合は、スライドドア４１と車両ボディ４７との間（渡り空間４
６）におけるワイヤハーネス４３の垂れ下がりが一層抑止される。
【００１０】
　図８のコルゲートチューブ６１は、自動車のスライドシートへの給電用として横長のケ
ース内にワイヤハーネスを断面縦長の状態で略Ｕ字状に屈曲させて配索する構造にも適用
可能である。また、スライドドア用としては、上記図６のハーネス配索構造の他に、長方
形状のケース（プロテクタ）内にワイヤハーネスを断面横長の状態で略Ｕ字状に屈曲させ
て配索し、ケース内にスライダをスライド自在に設け、ワイヤハーネスを断面縦長の状態
でスライダから渡り空間を経て車両ボディ側に配索する構造にも適用可能である。これら
の適用例は特許文献２に記載されている。
【特許文献１】特開２００１－３５４０８５号公報（図４，図７）
【特許文献２】特開２００７－６０７５４号公報（図１～図２）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　上記従来の図８のコルゲートチューブ６１は、例えば、スライドドアのスライドストロ
ークが大きい場合や、ワイヤハーネスの余長吸収に板ばね等の付勢手段を用いない場合に
おいても、効果を発揮するものであるが、ワイヤハーネスの垂れ下がりを完全にゼロにす
ることはできず、ワイヤハーネスの垂れ下がり防止性をさらに高めることのできるコルゲ
ートチューブが望まれていた。
【００１２】
　この要望は、例えば自動車以外の車両のスライドドアや、車両以外の例えば製造装置や
検査装置等のスライドドア等といったスライド構造体に上記コルゲートチューブを適用し
た場合にも生じ得るものである。
【００１３】
　本発明は、上記した点に鑑み、ワイヤハーネスを一方向に容易に屈曲することができ、
一方向とは直交する他方向に屈曲し難くしたコルゲートチューブにおいて、他方向への屈
曲のし難さを高めて、例えばスライドドア給電用等におけるワイヤハーネスの垂れ下がり
防止性を一層高めることのできるコルゲートチューブを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記目的を達成するために、本発明の請求項１に係るコルゲートチューブは、周方向の
凹溝と凸条とをチューブ長手方向に交互に配列したコルゲートチューブにおいて、チュー
ブ長手方向に該凹溝の外周面から該凸条の外周面を超えて高く補強用のリブを突出形成し
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たことを特徴とする。
【００１５】
　上記構成により、リブを凹溝の外周面から凸条の外周面までの範囲で形成した場合に較
べてリブの全高が高くなり、その分、コルゲートチューブをリブの高さ方向又はその反対
方向に屈曲させる際の剛性が高まる。
【００１６】
　請求項２に係るコルゲートチューブは、請求項１記載のコルゲートチューブにおいて、
前記リブの内側を一部ないし全部中空としたことを特徴とする。
【００１７】
　上記構成により、リブの内側が一部ないし全部中空であることで（特に全部中空の場合
に顕著であるが）、リブの幅方向（突出高さとは直交する方向）の屈曲性が確保される。
特に一部中空（一部中実）の場合は、全部中空の場合に較べてリブ高さ方向と高さ反対方
向の曲げ剛性が高まる。
【００１８】
　請求項３に係るコルゲートチューブは、請求項１記載のコルゲートチューブにおいて、
前記リブの内側を中実としたことを特徴とする。
【００１９】
　上記構成により、中実のリブの高さ方向と高さ反対方向の曲げ剛性が一層高まる。中実
とはリブの内側全部が中実であることである。
【００２０】
　請求項４に係るコルゲートチューブは、周方向の凹溝と凸条とをチューブ長手方向に交
互に配列したコルゲートチューブにおいて、チューブ長手方向に補強用のリブを形成し、
該リブの内側を一部ないし全部中実としたことを特徴とする。
【００２１】
　上記構成により、リブが全部中空の場合に較べてリブ高さ方向と高さ反対方向の曲げ剛
性が高まる。一部中実の場合は、リブ高さ方向とは直交する方向へのコルゲートチューブ
の屈曲性が良好に確保される。リブの突出高さは、凹溝の外周面から凸条の外周面にかけ
て形成されたものでもよく、凹溝の外周面から凸条の外周面に達しない範囲で低く形成さ
れたものでもよく、凹溝の外周面から凸条の外周面を超えて高く形成されたものでもよい
。
【００２２】
　請求項５に係るコルゲートチューブは、請求項４記載のコルゲートチューブにおいて、
前記凹溝の外周面から前記凸条の外周面にかけて前記リブを形成したことを特徴とする。
【００２３】
　上記構成により、リブの頂面と凸条の外周面とが同一面となり、外部へのリブの突出が
なくなって、リブ先端の外部との干渉の心配がなくなる。
【００２４】
　請求項６に係るコルゲートチューブは、請求項１～５の何れかに記載のコルゲートチュ
ーブにおいて、断面長円形のコルゲートチューブであって、長径側の端部に前記リブを形
成したことを特徴とする。
【００２５】
　上記構成により、コルゲートチューブの短径方向の屈曲性が高いことで、コルゲートチ
ューブを短径方向に小さな力で容易に屈曲させることができ、且つ長径方向の屈曲のし難
さを確保することができる。
【００２６】
　請求項７に係るコルゲートチューブは、請求項１～６の何れかに記載のコルゲートチュ
ーブにおいて、前記リブを１８０°方向に一対配置したことを特徴とする。
【００２７】
　上記構成により、リブ高さ方向に一対のリブが対称に配置され、リブ高さ方向と高さ反
対方向の曲げ剛性が一層高まる。
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【発明の効果】
【００２８】
　請求項１記載の発明によれば、リブを凹溝の外周面から凸条の外周面までの範囲で形成
した場合に較べてリブの全高が高くなり、その分、コルゲートチューブをリブの高さ方向
又はその反対方向に屈曲させる際の剛性が高まるから、コルゲートチューブを外装したワ
イヤハーネスを例えばスライドドア等に配索した際に、ワイヤハーネスの垂れ下がりが確
実に抑止され、垂れ下がりに起因する干渉音や摩耗等が確実に防止される。
【００２９】
　請求項２記載の発明によれば、リブの内側が一部ないし全部中空であることで、リブの
幅方向（突出高さとは直交する方向）のコルゲートチューブの屈曲性が確保され、例えば
スライドドアの開閉時のワイヤハーネスの屈曲性が良好に確保されて、スライドドアの操
作性が良好に確保される。また、一部中空（一部中実）の場合は、全部中空の場合に較べ
てリブ高さ方向と高さ反対方向のコルゲートチューブの曲げ剛性が高まり、請求項１記載
の発明の効果が促進される。
【００３０】
　請求項３記載の発明によれば、中実のリブの高さ方向と高さ反対方向のコルゲートチュ
ーブの曲げ剛性が一層高まるから、請求項１記載の発明の効果が促進される。
【００３１】
　請求項４記載の発明によれば、リブが全部中空の場合に較べてリブ高さ方向と高さ反対
方向のコルゲートチューブの曲げ剛性が高まるから、コルゲートチューブを外装したワイ
ヤハーネスを例えばスライドドア等に配索した際に、ワイヤハーネスの垂れ下がりが確実
に抑止され、垂れ下がりに起因する干渉音や摩耗等が確実に防止される。
【００３２】
　請求項５記載の発明によれば、リブの頂面と凸条の外周面とが同一面となり、外部への
リブの突出がなくなって、リブ先端の外部との干渉やそれに起因するリブの変形や傷みの
心配がなくなる。
【００３３】
　請求項６記載の発明によれば、例えばスライドドアの開閉時のワイヤハーネスの屈曲を
コルゲートチューブ短径方向に良好に行わせることができ、スライドドアの開閉操作性が
高まると共に、ハーネス配索構造が短径方向にコンパクト化される。
【００３４】
　請求項７記載の発明によれば、一対のリブによって、コルゲートチューブのリブ高さ方
向と高さ反対方向の曲げ剛性が一層高まるから、請求項１，４記載の発明の効果が促進さ
れる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
　図１（ａ）（ｂ）は、本発明に係るコルゲートチューブの第一の実施形態を示すもので
ある。
【００３６】
　このコルゲートチューブ１は、合成樹脂を材料として、周方向の凹溝（谷部）２と凸条
（山部）３とをチューブ長手方向に交互に配列した断面長円形（平型）のコルゲートチュ
ーブであって、長径側の両端部において、谷部２の外周面（底面）２ａから山部３の外周
面（頂面）３ａよりも高くリブ４を一体に突出形成し、リブ４の内側を中空にしたもので
ある（中空部を符号５で示す）。
【００３７】
　図８の従来例と較べると、従来例ではリブの頂部が山部の頂面と同一高さであるのに対
し、図１のコルゲートチューブ１のリブ４の頂部４ａは山部３の頂面３ａよりも外側に高
く突出している点で相違している。コルゲートチューブ１の外径を従来と同じにした場合
、リブ４の高さ寸法Ｈが従来のリブよりも大きくなっている。
【００３８】
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　図１（ａ）の上側のリブ４で説明すると、凸条３の端部３ｂがリブ４の下半部（付け根
側の半部）の側面４ｂ１に直交し、リブ４の上半部の側面４ｂ２は凸条３の端部３ｂの頂
面（符号３ｂの位置）よりも高く外側に突出して、チューブ長手方向の平坦面を形成して
いる。
【００３９】
　このように、従来よりもリブ４が高く突出形成されたことで、コルゲートチューブ１の
長径方向の曲げ剛性が高められている。コルゲートチューブ１の短径方向の曲げ剛性は従
来と同様に低い。
【００４０】
　図１（ｂ）の如く、リブ４の両側面４ｂは谷部２の底面２ａに交差して続き、頂部４ａ
に向かうにつれてテーパ状に内幅を漸次減少させ、頂部４ａにおいて円弧状に滑らかに続
いている。このリブ形状によって、コルゲートチューブ１の短径方向の屈曲性が高められ
ている。なお、リブ４の形状を図８の従来例のように断面矩形状とすることも可能である
。図１で上下のリブ４の形状は対称で同一である。図１（ａ）では便宜上、コルゲートチ
ューブ１を短く切断した状態で図示している。
【００４１】
　図１のコルゲートチューブ１の製造方法は、既存のブロー成型において、分割式の各金
型（図示せず）に、周方向の凹溝と凸条とを交互に有する凹部を形成すると共に、凹部に
続く突出溝を形成して、凹部内に風船状の樹脂材（図示せず）をセットして、樹脂材を加
熱しつつ膨らませて凹部と突出溝との各内面に密着させて、凹部においてコルゲートチュ
ーブ本体（リブ４を除く部分）を形成し、突出溝において中空のリブ４を形成するもので
ある。リブ４の板厚はコルゲートチューブ本体の谷部２や山部３の板厚と同程度である。
【００４２】
　図２（ａ）～（ｂ）は、本発明に係るコルゲートチューブの第二の実施形態を示すもの
である。図１と同様の構成部分には同じ符号を用いて説明する。
【００４３】
　このコルゲートチューブ１１は、合成樹脂を材料として、周方向の凹溝（谷部）２と凸
条（山部）３とをチューブ長手方向に交互に配列した断面長円形（平型）のコルゲートチ
ューブであって、長径側の両端部において、谷部２の外周面（底面）２ａから山部３の外
周面（頂面）３ａよりも高くリブ１２を一体に突出形成し、リブ１２の内側を中実にした
ものである（中実部を符号１２ｃで示す）。
【００４４】
　図２（ａ）の如く、外観上は図１（ａ）の例と変わらず、凸条３の端部３ｂがリブ１２
の下半部（付け根側の半部）の側面１２ｂ１に直交し、リブ１２の上半部の側面１２ｂ２

は凸条３の端部３ｂの頂面よりも高く外側に突出して、チューブ長手方向の平坦面を形成
している。
【００４５】
　図２（ｂ）の如く、リブ１２の両側面１２ｂは谷部２の底面２ａに交差して続き、好ま
しくは頂部１２ａに向かうにつれてテーパ状に内幅を漸次減少させ、頂部１２ａにおいて
円弧状に滑らかに続かせる。なお、図２（ｂ）のリブ１２の底部には小さなへこみ１３が
あるが、へこみ１３をなくして、リブ１２の底面（内面）と谷部２の内周面２ｂとを同一
円弧面で滑らかに連続させてもよい。リブ１２の外面形状を図８の従来例のように断面矩
形状とすることも可能である。図２で上下のリブ１２の形状は対称で同一である。図２（
ａ）では便宜上、コルゲートチューブ１１を短く切断した状態で図示している。
【００４６】
　図８の従来例と較べると、従来例ではリブの頂部が山部の頂面と同一高さであるのに対
し、図２のコルゲートチューブ１１のリブ１２の頂部１２ａは山部３の頂面３ａよりも外
側に高く突出し、且つリブ１２の内側に空間がなく中実である点で相違している。コルゲ
ートチューブ１１の外径を従来と同じにした場合、リブ１２の高さ寸法Ｈが従来のリブよ
りも大きくなっている。
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【００４７】
　このように、従来よりもリブ１２が高く突出形成され、しかもリブ１２が中実であるこ
とで、コルゲートチューブ１１の長径方向の曲げ剛性が従来例や図１の例よりも高められ
ている。
【００４８】
　図２のコルゲートチューブ１１の製造方法は、既存のブロー成型において、分割式の各
金型（図示せず）に、周方向の凹溝と凸条とを交互に有する凹部を形成すると共に、凹部
に続く突出溝を形成して、凹部内に風船状の樹脂材（図示せず）をセットし、樹脂材の長
径側の両端部の肉厚を他の部位よりも厚く設定しておき、樹脂材を加熱しつつ膨らませて
凹部と突出溝との各内面に密着させて、凹部においてコルゲートチューブ本体（リブを除
く部分）を形成し、突出溝において中実のリブ１２を形成するものである。
【００４９】
　図２のコルゲートチューブ１１の製造方法において、風船状の樹脂材の長径側の両端部
の肉厚を各種に設定することで、図２（ｃ）に示すように、リブ１２´を一部中空、一部
中実とすることが可能である（一部中空部を１２ｃ´、一部中実部を符号１４で示す）。
一部中空の度合いは、図２（ｃ）の如く、谷部２の外周面２ａと山部３の外周面３ａとの
間を中空としてもよく、あるいは山部３の外周面３ａから突出したリブ部分（符号ｈで示
す部分）の下半部にかけて中空としてもよい。図２（ｃ）のコルゲートチューブを符号１
１´で示す。
【００５０】
　図３（ａ）（ｂ）は、本発明に係るコルゲートチューブの第三の実施形態を示すもので
ある。図１と同様の構成部分には同じ符号を用いて説明する。
【００５１】
　このコルゲートチューブ２１は、合成樹脂を材料として、周方向の凹溝（谷部）２と凸
条（山部）３とをチューブ長手方向に交互に配列した断面長円形（平型）のコルゲートチ
ューブであって、長径側の両端部において、谷部２の外周面（底面）２ａから山部３の外
周面（頂面）３ａと同一面までリブ２２を一体に形成し、リブ２２の内側を一部中実（一
部中空）にしたものである（中実部を符号２２ｃ、中空部を符号２３で示す）。
【００５２】
　図３のコルゲートチューブ２１は、従来の図８（ｂ）のコルゲートチューブのリブを一
部中実（一部中空）にしたものである。一部中実とはリブ２２の高さ方向の頂部２２ａ側
を中実とすることである。頂部２２ａの面は山部３の頂面３ａと一致している。
【００５３】
　図３のコルゲートチューブ２１の製造方法は、既存のブロー成型において、分割式の各
金型（図示せず）に、周方向の凹溝と凸条とを交互に有する凹部を形成すると共に、凹部
の内側で凹溝の内周面よりも高く、且つ凸条の外周面よりも低く小溝を形成し、凹部内に
風船状の樹脂材（図示せず）をセットして、樹脂材を加熱しつつ膨らませて凹部の内面に
密着させて、凹部においてコルゲートチューブ本体（リブを除く部分）を形成し、小溝に
おいて一部中実（一部中空）のリブ２２を形成するものである。
【００５４】
　リブ２２の中実部の厚みは金型の小溝の深さを適宜設定することで、所望の厚みとする
ことができる。図２（ｂ）の実施形態と同様に、図３（ｃ）に示す如く、リブ２２全体を
中実にすることも可能である。図３（ｃ）のリブを符号２２´、中実部を符号２２ｃ´、
コルゲートチューブを符号２１´で示す。リブ全体を中実にするとは、谷部２の内周面２
ｂからリブ２２の頂部２２ａにかけて高さ方向に中実にすることである。
【００５５】
　図８の従来例と較べると、リブ２２の頂部２２ａが山部３の頂面３ａと同一高さである
点で一致し、リブ２２の内側が一部中実ないし全部中実である点で相違する。
【００５６】
　図３（ａ）の上側のリブ２２で説明すると、凸条３の端部３ｂがリブ２２の側面２２ｂ
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の全高に渡って直交している。図３（ｂ）の如く、リブ２２の断面は矩形状に形成されて
いる。リブ２２の断面形状を図１（ｂ）のようにテーパ状とすることも可能である。
【００５７】
　このように、リブ２２が一部中実ないし全部中実とされたことで、コルゲートチューブ
２１の長径方向の曲げ剛性が高められている。
【００５８】
　なお、図３の実施形態において、リブ２２を凹溝２の外周面２ａから凸条３の外周面３
ａに達しない範囲で低く形成し、そのリブ（図示せず）を一部ないし全部中実とすること
も可能である。この場合、リブの頂部（２２ａ）は凸条３の外周面３ａよりも窪んで低く
位置する。
【００５９】
　図４～図５は、上記第一～第三の実施形態の各コルゲートチューブ１，１１，２１の一
適用例を示すものである。便宜上、図１の第一の実施形態のコルゲートチューブ１を用い
た例で説明する。
【００６０】
　このコルゲートチューブ１を用いたハーネス配索構造は、自動車のスライドドアのドア
インナパネル３１にケース３２を縦置きに固定し、ケース下部に水平なガイドレール３３
を設け、ガイドレール３３にスライダ３４をスライド自在に係合させ、スライダ３４に首
振り部材３５を水平方向首振り（回動）自在に設け、ワイヤハーネス７の垂下部７ａの上
端部分をケース３２の上壁に固定し（ハーネス固定部を符号３６で示す）、垂下部７ａを
スライダ３４の上側の孔部３４ａから首振り部材３５の略Ｌ字状の孔部３５ａに沿って屈
曲して、水平なワイヤハーネス部分７ｂとしてコルゲートチューブ１と共に車両ボディ側
のハーネス固定部（図示せず）に導出させたものである。
【００６１】
　コルゲートチューブ１の一端部は首振り部材３５の水平な孔部３５ａの内周面の凸条（
図示せず）に周方向の凹溝（図示せず）を係合させて固定されている。車両ボディ側のハ
ーネス固定部においても同様にコルゲートチューブ１の他端部が固定されている。コルゲ
ートチューブ１の内側には複数本の電線８が挿通されて、車両ボディ側のハーネス固定部
を通過した部分で、車両ボディ側のワイヤハーネス（図示せず）にコネクタ接続される。
コルゲートチューブ１は断面縦長に配置され、上下に剛性アップ用のリブ４がコルゲート
チューブ１の全長に渡って配置されている。
【００６２】
　図４はスライドドア３１を前方にスライド移動させた全閉状態であり、スライダ３４は
ガイドレール３３の後端側に位置し、首振り部材３５は後方を向き、コルゲートチューブ
部分７ｂ（１）は後方の車両ボディ側のハーネス固定部に向けてほぼ直線的に伸びている
。この状態で、コルゲートチューブ１は上下一対の高めのリブ４（第二の実施形態では高
めで中実のリブ１２、第三の実施形態では一部ないし全部分で中実のリブ２２）で上下方
向の剛性がアップしているから、垂れ下がりが確実に防止され、車両ボディとの干渉音や
摩耗が確実に防止される。
【００６３】
　図５はスライドドア３１を後方に移動させた全開間近の状態であり、スライダ３４はガ
イドレール３３の前端側に位置し、首振り部材３５は斜め前方を向き、コルゲートチュー
ブ部分７ｂ（１）は車両ボディ側のハーネス固定部（図示せず）に向けて略Ｕ字状に屈曲
している。この状態で、コルゲートチューブ１は上下一対の高めのリブ４（第二の実施形
態では高めで中実のリブ１２、第三の実施形態では一部ないし全部分で中実のリブ２２）
で上下方向の剛性がアップしているから、垂れ下がりが防止されている。スライドドア３
１の半開時においても同様にコルゲートチューブ部分７ｂの垂れ下がりが防止されるから
、ドア閉時におけるドアと車両ボディとの間への挟み込み等が確実に防止される。
【００６４】
　なお、図４，図６の実施形態において、ケース３２を排除し、スライドドアパネル３１
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ある。また、スライダ３４や首振り部材３５の形状は必要に応じて適宜変更可能である。
また、ガイドレール３３をも排除し、スライダ３４を支持部材としてドアインナパネル３
１に固定し、水平なワイヤハーネス部分７ｂの首振り動作のみを行わせることも可能であ
る。何れの場合も、スライドドアの開閉に伴って上記同様の効果を奏することができる。
【００６５】
　また、図１～図３のコルゲートチューブ１，１１，１１´，２１の各実施形態において
は、断面長円形のコルゲートチューブを用いたが、コルゲートチューブは断面長円形に限
らず断面円形のものも既存であり、この断面円形のコルゲートチューブ（図示せず）の上
下（１８０°方向）にリブ１，１１，１１´，２１を形成することも可能である。リブ１
，１１，１１´，２１の配置は上下（垂直方向）に限らず左右（水平方向）でもよく、一
対のリブのうちの一方のリブと他方のリブとを異なる種類とする（例えば図１と図２のも
の、あるいは図３のものを混在させる）ことも可能である。また、リブ１，１１，１１´
，２１を上下ないし左右というように一対ではなく上又は下（右又は左）というように一
本にすることも可能である。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】本発明に係るコルゲートチューブの第一の実施形態を示す、（ａ）は斜視図、（
ｂ）は（ａ）のＡ－Ａ断面図である。
【図２】本発明に係るコルゲートチューブの第二の実施形態を示す、（ａ）は斜視図、（
ｂ）は（ａ）のＢ－Ｂ断面図、（ｃ）は一変形例の断面図である。
【図３】本発明に係るコルゲートチューブの第三の実施形態を示す、（ａ）は斜視図、（
ｂ）は（ａ）のＣ－Ｃ断面図、（ｃ）は一変形例の断面図である。
【図４】コルゲートチューブの一適用例を示す斜視図である。
【図５】同じく一適用例の動作を示す斜視図である。
【図６】従来のコルゲートチューブを用いたハーネス配索構造の一形態を示す分解斜視図
である。
【図７】同じくハーネス配索構造の動作を示す斜視図である。
【図８】従来のコルゲートチューブの一形態を示す、（ａ）は平面図、（ｂ）は（ａ）の
Ｄ－Ｄ断面図である。
【符号の説明】
【００６７】
　１，１１，１１´，２１，２１´　　　コルゲートチューブ
　２　　　　　　　　　　　　　　　　　凹溝
　３　　　　　　　　　　　　　　　　　凸条
　２ａ，３ａ　　　　　　　　　　　　　外周面
　４，１２，１２´，２２，２２´　　　リブ
　５，１４　　　　　　　　　　　　　　中空部
　１２ｃ，１２ｃ´，２２ｃ，２２ｃ´　中実部
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