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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤハーネスの幹線から該幹線に交差する方向に分岐線を分岐させたワイヤハーネス
分岐部の保持具であって、
　前記幹線をガイドする幹線ガイド部と、前記分岐線のうちの最小曲げ半径の制限された
特殊線を前記幹線に対し交差する方向に湾曲させながらガイドする特殊線分岐ガイド部と
、を有し、
　前記特殊線分岐ガイド部が、前記特殊線を所定の曲率半径で湾曲させながらガイドする
、外から見て凹状の円弧壁によって構成され、
　更に、前記幹線ガイド部と、前記特殊線分岐ガイド部と、を有する基板を備え、
　前記特殊線分岐ガイド部の前記円弧壁は、前記基板に設けられて円弧状の経路に沿って
延びる溝の壁面により構成され、
　前記基板に、前記分岐線のうちの特殊線以外の通常線をガイドする通常線分岐ガイド部
としての直線状の溝が設けられている
ことを特徴とするワイヤハーネス分岐部の保持具。
【請求項２】
　前記幹線ガイド部に対して交差する線の両側に、最小曲げ半径が等しくなるように前記
特殊線をガイドする前記特殊線分岐ガイド部が設けられていることを特徴とする請求項１
に記載のワイヤハーネス分岐部の保持具。
【請求項３】



(2) JP 5788663 B2 2015.10.7

10

20

30

40

50

　前記円弧壁が、基板の上面に垂設された円弧状の板壁の内面又は外面の少なくとも一方
により構成されていることを特徴とする請求項１又は２に記載のワイヤハーネス分岐部の
保持具。
【請求項４】
　前記円弧壁が、基板の上面に垂設された円弧状の板壁の内面により構成され、前記基板
に、前記円弧状の板壁の内面に沿って配索される前記特殊線の前記内面から離れる方向へ
の移動を防止する部材又はその部材の装着部が設けられていることを特徴とする請求項１
～３のいずれか１項に記載のワイヤハーネス分岐部の保持具。
【請求項５】
　互いに板面を合わせることで前記基板を構成する下面板と上面板とを有し、
　前記下面板と上面板には、該下面板と上面板を合わせた際に、前記幹線ガイド部として
の経路を構成する幹線ガイド溝と、前記特殊線分岐ガイド部としての経路を構成する特殊
線分岐ガイド溝とがそれぞれ形成されており、
　前記下面板の特殊線分岐ガイド溝は、該特殊線分岐ガイド溝に沿って形成されたＶ字状
凹部の最低部に形成され、
　前記上面板の特殊線分岐ガイド溝は、該特殊線分岐ガイド溝に沿って形成され、且つ、
前記下面板と上面板を合わせたときに前記Ｖ字状凹部に嵌合する山形凸部の最高部に形成
されていることを特徴とする請求項１に記載のワイヤハーネス分岐部の保持具。
【請求項６】
　前記基板に、ワイヤハーネスの布線治具の複数の支柱にそれぞれ嵌まることで、布線板
上に前記基板を位置決めする貫通孔が設けられていることを特徴とする請求項１又は５に
記載のワイヤハーネス分岐部の保持具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ワイヤハーネスの幹線から該幹線に交差する方向に分岐線を分岐させたワイ
ヤハーネス分岐部の保持具に係り、特に分岐線の中に最小曲げ半径の制限された特殊線（
同軸ケーブル、光ケーブル、チューブ、ツイスト線、ワイヤロープなど）が含まれている
場合のワイヤハーネス分岐部の保持具に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ワイヤハーネスの幹線から分岐線を引き出す場合、通常、幹線に含まれている電線（分
岐しようとする電線）を幹線に交差する方向（例えば、幹線に垂直な方向）に曲げながら
引き出している。そのようなＴ字状のワイヤハーネス分岐部を製造する場合、一般的には
、布線板と布線治具を用いて電線を配索している（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　図１０はＴ字状のワイヤハーネス分岐部の配索状況を示す平面図である。
　布線板上に立設された布線治具には、幹線Ｗ１を支持すると共に分岐線Ｗ２を支持する
ことができるように３本の円柱状の支柱２０７、２０８、２０８が設けられており、支柱
２０７、２０８、２０８間の経路に沿って幹線Ｗ１と分岐線Ｗ２とをＴ字状に配索してい
る。
【０００４】
　ところで、この分岐線Ｗ２の中に、通常の柔軟性のある電線Ｗｓよりも最小曲げ半径が
大きめの寸法（例えば、自己径の数倍）に制限された特殊線Ｗｔが含まれているような場
合、これらの特殊線Ｗｔは最小曲げ半径（曲げＲともいう）を確保しながら曲げる必要が
あるので（そうしないと、性能保証ができない等のため）、図１１に示すように、特別な
曲率の治具２１０を布線板に新たに取り付けて配索を行っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
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【特許文献１】特開２００６－２５２９６５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、通常の布線治具の他に新たな治具２１０を取り付けて配索する場合、分岐部に
治具が密集し、テープ巻き作業がしにくくなるという問題がある。また、特殊線Ｗｔの最
小曲げ半径は大きいため、その状態を維持するようなテープ巻きが難しいという問題もあ
る。
【０００７】
　更に、布線板上で所定の最小曲げ半径を確保しながら配索してテープ巻きを行った場合
であっても、最終的に車両等へ組み付けるまでの途中の段階で曲げ半径が最小曲げ半径よ
りも小さくなるようなことがあると、性能に支障が出るおそれがあった。また、車両搭載
時において、ワイヤハーネスの製造上の寸法公差の影響で、搭載スペースを必要以上に大
きめに確保しなくてはならないこともあった。
【０００８】
　本発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、テープ巻きを含め
た配索作業がしやすく、しかも配索した状態を車両搭載段階まで保持することができ、更
にスペース効率の向上が図れるワイヤハーネス分岐部の保持具を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の上記目的は、下記の構成により達成される。
　（１）　ワイヤハーネスの幹線から該幹線に交差する方向に分岐線を分岐させたワイヤ
ハーネス分岐部の保持具であって、
　前記幹線をガイドする幹線ガイド部と、前記分岐線のうちの最小曲げ半径の制限された
特殊線を前記幹線に対し交差する方向に湾曲させながらガイドする特殊線分岐ガイド部と
、を有し、
　前記特殊線分岐ガイド部が、前記特殊線を所定の曲率半径で湾曲させながらガイドする
、外から見て凹状の円弧壁によって構成され、
　更に、前記幹線ガイド部と、前記特殊線分岐ガイド部と、を有する基板を備え、
　前記特殊線分岐ガイド部の前記円弧壁は、前記基板に設けられて円弧状の経路に沿って
延びる溝の壁面により構成され、
　前記基板に、前記分岐線のうちの特殊線以外の通常線をガイドする通常線分岐ガイド部
としての直線状の溝が設けられている
ことを特徴とするワイヤハーネス分岐部の保持具。
【００１０】
　（２）　前記幹線ガイド部に対して交差する線の両側に、最小曲げ半径が等しくなるよ
うに前記特殊線をガイドする前記特殊線分岐ガイド部が設けられていることを特徴とする
上記（１）に記載のワイヤハーネス分岐部の保持具。
【００１１】
　（３）　前記円弧壁が、基板の上面に垂設された円弧状の板壁の内面又は外面の少なく
とも一方により構成されていることを特徴とする上記（１）又は（２）に記載のワイヤハ
ーネス分岐部の保持具。
【００１２】
　（４）　前記円弧壁が、基板の上面に垂設された円弧状の板壁の内面により構成され、
前記基板に、前記円弧状の板壁の内面に沿って配索される前記特殊線の前記内面から離れ
る方向への移動を防止する部材又はその部材の装着部が設けられていることを特徴とする
上記（１）～（３）のいずれか一つに記載のワイヤハーネス分岐部の保持具。
【００１５】
　（５）　互いに板面を合わせることで前記基板を構成する下面板と上面板とを有し、
　前記下面板と上面板には、該下面板と上面板を合わせた際に、前記幹線ガイド部として
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の経路を構成する幹線ガイド溝と、前記特殊線分岐ガイド部としての経路を構成する特殊
線分岐ガイド溝とがそれぞれ形成されており、
　前記下面板の特殊線分岐ガイド溝は、該特殊線分岐ガイド溝に沿って形成されたＶ字状
凹部の最低部に形成され、
　前記上面板の特殊線分岐ガイド溝は、該特殊線分岐ガイド溝に沿って形成され、且つ、
前記下面板と上面板を合わせたときに前記Ｖ字状凹部に嵌合する山形凸部の最高部に形成
されていることを特徴とする上記（１）に記載のワイヤハーネス分岐部の保持具。
【００１６】
　（６）　前記基板に、ワイヤハーネスの布線治具の複数の支柱にそれぞれ嵌まることで
、布線板上に前記基板を位置決めする貫通孔が設けられていることを特徴とする上記（１
）又は（５）に記載のワイヤハーネス分岐部の保持具。
【００１７】
　上記（１）のワイヤハーネス分岐部の保持具によれば、分岐線のうちの最小曲げ半径の
制限された特殊線を、幹線に対し交差する方向に湾曲させながらガイドする特殊線分岐ガ
イド部として円弧壁を有しているので、その円弧壁に沿って同軸ケーブルや光ケーブルな
どの特殊線を配索することにより、最小曲げ半径Ｒ（アール）を確保しながらの配索が可
能となる。
【００１８】
　しかも、そのままテープ巻きすることにより、配索したままの状態を最小スペースで保
持しておくことができる。従って、テープ巻きを含めた配索作業がしやすくなると共に、
車両搭載までの間に配索時の状態が崩れる心配もなく、更に車両への搭載スペースも小さ
くすることができる。
　また、上記（１）のワイヤハーネス分岐部の保持具によれば、基板が有する前記特殊線
分岐ガイド部の前記円弧壁は、前記基板に設けられて円弧状の経路に沿って延びる溝の壁
面により構成されているので、その円弧状の溝に沿って同軸ケーブルや光ケーブルなどの
特殊線を配索することにより、最小曲げ半径Ｒ（アール）を確保しながらの配索が可能と
なる。
　また、上記（１）のワイヤハーネス分岐部の保持具によれば、基板に、分岐線のうちの
特殊線以外の通常線をガイドする通常線分岐ガイド部としての直線状の溝が設けられてい
るので、通常線の分岐も同時に無理なく行うことができる。
【００１９】
　上記（２）のワイヤハーネス分岐部の保持具によれば、幹線ガイド部に対して交差する
線の両側に、最小曲げ半径が等しくなるように前記特殊線をガイドする前記特殊線分岐ガ
イド部が設けられているので、両方の特殊線分岐ガイド部を用いて２系統の特殊線の分岐
が可能となる。
【００２０】
　上記（３）のワイヤハーネス分岐部の保持具によれば、円弧壁が、基板の上面に垂設さ
れた円弧状の板壁の内面又は外面の少なくとも一方により構成されているので、条件に応
じて、円弧状の板壁の内面か、外面か、内面と外面の両方か、を使い分けることができる
。
【００２１】
　上記（４）のワイヤハーネス分岐部の保持具によれば、円弧壁が、基板の上面に垂設さ
れた円弧状の板壁の内面により構成され、基板に、円弧状の板壁の内面に沿って配索され
る特殊線の前記内面から離れる方向への移動を防止する部材又はその部材の装着部が設け
られているので、テープ巻きの際に特殊線が円弧面から離れて最小曲げ半径が確保できな
くなるのを防ぐことができる。
【００２５】
　上記（５）のワイヤハーネス分岐部の保持具によれば、下面板の上でワイヤハーネスを
配索し、配索後に、上面板を下面板の上に被せて、上面板と下面板を固定することにより
、ワイヤハーネスの分岐部を安定して保持することができる。また、下面板の特殊線分岐
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ガイド溝をＶ字状凹部の最低部に形成し、上面板の特殊線分岐ガイド溝を前記下面板のＶ
字状凹部に嵌合する山形凸部の最高部に形成しているので、下面板の上でワイヤハーネス
を配索し、配索後に上面板を被せることにより、特殊線をＶ字状凹部の斜面に沿って特殊
線分岐ガイド溝に自然に嵌め込むことができ、特殊線の配索作業がやりやすくなる。
【００２６】
　上記（６）のワイヤハーネス分岐部の保持具によれば、基板に、ワイヤハーネスの布線
治具の複数の支柱にそれぞれ嵌まることで布線板上に前記基板を位置決めする貫通孔が設
けられているので、既存の布線治具を利用しながら、保持具を用いて特殊線を含むワイヤ
ハーネスの配索を行うことができる。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明によれば、最小曲げ半径Ｒ（アール）を確保しながら特殊線を幹線から分岐させ
ることができる。しかも、そのままテープ巻きすることにより、配索したままの状態を最
小スペースで保持しておくことができる。従って、テープ巻きを含めた配索作業がしやす
くなると共に、車両搭載までの間に配索時の状態が崩れる心配もなく、更に車両への搭載
スペースも小さくすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の第１実施形態の保持具の構成を示し、（ａ）は斜視図、（ｂ）は円弧状
の板壁の内面をガイド面として特殊線を配索した状態を示す概略平面図、（ｃ）は円弧状
の板壁の外面をガイド面として特殊線を配索した状態を示す概略平面図である。
【図２】本発明の第２実施形態の保持具の構成を示し、（ａ）は斜視図、（ｂ）は円弧状
の板壁の内面をガイド面として特殊線を配索した状態を示す概略平面図である。
【図３】本発明の第３実施形態の保持具の構成を示し、（ａ）は斜視図、（ｂ）は円弧状
の板壁の外面をガイド面として特殊線を配索した状態を示す概略平面図である。
【図４】本発明の第４実施形態の保持具の構成を示し、（ａ）は平面図、（ｂ）は円弧状
の板壁の外面をガイド面として特殊線を配索した状態を示す概略平面図である。
【図５】本発明の第５実施形態の保持具の構成を示し、（ａ）は平面図、（ｂ）は側面図
である。
【図６】本発明の第６実施形態の保持具の構成を示し、（ａ）は平面図、（ｂ）は同（ａ
）のＶＩｂ－ＶＩｂ矢視図、（ｃ）は同（ａ）のＶＩｃ－ＶＩｃ矢視図である。
【図７】図６の保持具を構成する下面板の構成を示し、（ａ）は平面図、（ｂ）は同（ａ
）のＶＩＩｂ－ＶＩＩｂ矢視図、（ｃ）は同（ａ）のＶＩＩｃ－ＶＩＩｃ矢視図、（ｄ）
は同（ａ）のＶＩＩｄ－ＶＩＩｄ矢視断面図である。
【図８】図６の保持具を構成する上面板の構成を示し、（ａ）は平面図、（ｂ）は同（ａ
）のＶＩＩＩｂ－ＶＩＩＩｂ矢視図、（ｃ）は同（ａ）のＶＩＩＩｃ－ＶＩＩＩｃ矢視図
、（ｄ）は同（ａ）のＶＩＩＩｄ－ＶＩＩＩｄ矢視断面図である。
【図９】図６の保持具を使用してワイヤハーネスの配索を行ってＴ字状の分岐部を構成し
た状態を示す平面図である。
【図１０】従来の分岐部の配索の仕方を説明するための平面図である。
【図１１】従来の分岐部の特殊線が含まれている場合の配索の仕方を説明するための平面
図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、本発明の各実施形態を図面を参照して説明する。
【００３０】
［第１実施形態］
　図１は第１実施形態のワイヤハーネス分岐部の保持具１０の構成を示し、（ａ）は斜視
図、（ｂ）は円弧状の板壁１３の内面をガイド面として特殊線Ｗｔを配索した状態を示す
概略平面図、（ｃ）は円弧状の板壁１３の外面をガイド面として特殊線Ｗｔを配索した状
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態を示す概略平面図である。
【００３１】
　このワイヤハーネス分岐部の保持具１０は、ワイヤハーネスの幹線Ｗ１から該幹線Ｗ１
に交差する方向（図では直交する方向）に分岐線Ｗ２を分岐させたＴ字状のワイヤハーネ
ス分岐部を作成し、且つ、作成した状態で分岐部を保持するための部材である。この保持
具１０は、幹線Ｗ１をガイドする幹線ガイド部１２と、分岐線Ｗ２のうちの最小曲げ半径
の制限された特殊線Ｗｔを幹線Ｗ１に対し交差する方向に湾曲させながらガイドする特殊
線分岐ガイド部１３とを有する。ここで、特殊線Ｗｔとは、主に光ケーブルや同軸ケーブ
ルのことであり、その他に、チューブ、ツイスト線、ワイヤロープなどが該当する。
【００３２】
　本実施形態の保持具１０では、幹線ガイド部１２が、平板状の基板１１の上面に垂設さ
れた直線状の板壁によって構成され、特殊線分岐ガイド部１３が、基板１１の上面に垂設
された円弧状の板壁の内面又は外面の少なくとも一方によって構成されている。特殊線分
岐ガイド部１３は、分岐線Ｗ２の中の特殊線Ｗｔを所定の最小曲率半径で湾曲させながら
ガイドするもので、外から見て凹状の円弧壁として形成されている。
【００３３】
　この場合、幹線ガイド部１２を構成する直線状の板壁は、長方形の一方の長辺に相当す
る基板１１の直線状の側縁部１１ａに沿って立設されている。また、特殊線分岐ガイド部
１３を構成する円弧状の板壁は、幹線ガイド部１２に対して垂直な線の両側に左右対称に
設けられており、前記長方形の一方の長辺に対向する他方の長辺側の両端角部を１／４円
状に切り欠いてできる１／４円周の円弧状の側縁部１１ｂ、１１ｂに沿って立設されてい
る。幹線ガイド部１２を構成する直線状の板壁も特殊線分岐ガイド部１３を構成する円弧
状の板壁も、高さは同等に設定されている。
【００３４】
　また、幹線ガイド部１２を構成する直線状の板壁の先端と特殊線分岐ガイド部１３を構
成する円弧状の板壁の湾曲方向の先端との間、及び左右の特殊線分岐ガイド部１３を構成
する円弧状の板壁の湾曲方向の先端間には、電線を通すための開口１４ａ、１４ａ、１４
ｂが確保されている。また、それらの開口１４ａ、１４ａ、１４ｂの先には、幹線Ｗ１や
分岐線Ｗ２をテープ巻き固定するための突片状のテープ巻き付け部１５が、基板１１を延
長することで設けられている。
【００３５】
　この保持具１０を使用する場合は、基板１１を例えば布線板の上に置き、その上で配索
作業をする。
【００３６】
　図１（ｂ）に示すように、配索に当たっては、まず、ワイヤハーネスの幹線Ｗ１を、幹
線ガイド部１２を構成する直線状の板壁の内面に沿って配置する。その際、ワイヤハーネ
スの幹線Ｗ１の両端は、幹線ガイド部１２を構成する直線状の板壁の先端と特殊線分岐ガ
イド部１３を構成する左右の円弧状の板壁の湾曲方向の先端との間の開口１４ａ、１４ａ
に通す。
【００３７】
　次にその状態で、幹線Ｗ１から分岐させる分岐線Ｗ２の中の特殊線Ｗｔを、特殊線分岐
ガイド部１３を構成する円弧状の板壁の内面に沿うように配索し、円弧状の板壁の先端間
の開口１４ｂから外に導に出す。ここでは、分岐線Ｗ２の中の通常線（最小曲げ半径の小
さい柔軟性を有する普通の電線）については言及しないが、通常線がある場合は、適当に
幹線Ｗ１から分岐させて、同じ開口１４ｂから外に引き出す。
【００３８】
　そして、その状態で、３つの開口１４ａ、１４ａ、１４ｂの先のテープ巻き付け部１５
にテープＴｐを巻き付けることで、幹線Ｗ１と分岐線Ｗ２をそれぞれ保持具１０に固定す
る。以上により、保持具１０によって保持されたＴ字状のワイヤハーネス分岐部が完成す
る。
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【００３９】
　また、以上においては、ワイヤハーネスの幹線Ｗ１や分岐線Ｗ２を、幹線ガイド部１２
を構成する直線状の板壁の内面や特殊線分岐ガイド部１３を構成する円弧状の板壁の内面
に沿って配索する場合を説明したが、図１（ｃ）に示すように、ワイヤハーネスの幹線Ｗ
１や分岐線Ｗ２を、幹線ガイド部１２を構成する直線状の板壁の外面や特殊線分岐ガイド
部１３を構成する円弧状の板壁の外面に沿って配索することもできる。その場合も、テー
プ巻き付け部１５を利用してテープＴｐを巻き付けることで、ワイヤハーネス分岐部を保
持具１０に固定することができる。
【００４０】
　このように、分岐線Ｗ２のうちの最小曲げ半径の制限された特殊線Ｗｔを、特殊線分岐
ガイド部１３としての円弧状の板壁に沿って配索することにより、最小曲げ半径Ｒ（アー
ル）を確保しながらの配索が可能となる。しかも、そのままテープＴｐを巻き付けること
により、配索したままの状態を、保持具１０の大きさの範囲内の最小スペースで保持して
おくことができる。従って、テープ巻きを含めた配索作業がしやすくなると共に、車両搭
載までの間に配索時の状態が崩れる心配もなく、更に車両への搭載スペースも小さくする
ことができる。
【００４１】
　また、この保持具１０では、幹線ガイド部１２に対して垂直な線の両側に左右対称に特
殊線分岐ガイド部１３が設けられているので、両方の特殊線分岐ガイド部１３を用いて２
系統の特殊線Ｗｔの分岐が可能となる。
【００４２】
　また、特殊線分岐ガイド部１３を構成する円弧状の板壁の湾曲方向の各先端近傍に、特
殊線Ｗｔをテープ巻きするためのテープ巻き付け部１５が設けられているので、テープ巻
き作業を確実且つ容易に行うことができる。
【００４３】
　また、この保持具１０は、条件に応じて、特殊線分岐ガイド部１３を構成する円弧状の
板壁の内面か、外面か、内面と外面の両方か、をガイド面として使い分けることができる
ので、使い勝手がよい。
【００４４】
［第２実施形態］
　図２は第２実施形態の保持具１０Ｂの構成を示し、（ａ）は斜視図、（ｂ）は円弧状の
板壁の内面をガイド面として特殊線Ｗｔを配索した状態を示す概略平面図である。
【００４５】
　この第２実施形態の保持具１０Ｂは、第１実施形態の保持具の基板１１の中央に、別の
円柱状の治具（部材）１９を装着するための円孔１６を形成したものである。この保持具
１０Ｂは、幹線ガイド部１２を構成する直線状の板壁の内面と特殊線分岐ガイド部１３を
構成する円弧状の板壁の内面を電線配索時のガイド面とするものであり、円孔１６に円柱
状の治具１９を装着することにより、直線状の板壁や円弧状の板壁の内面に沿って配索さ
れる電線が前記内面から離れる方向へ移動するのを防止することができるようになる。
【００４６】
　従って、テープ巻きの際に、特殊線Ｗｔが、特殊線分岐ガイド部１３を構成する円弧状
の板壁の内面から離れて最小曲げ半径が確保できなくなるのを防ぐことができる。円柱状
の治具１９は、テープ巻きが終了したら取り外す。そうすることにより、保持具１０Ｂを
軽量に保つことができる。
【００４７】
　なお、円柱状の治具１９は、配索した後のテープ巻きの段階まで特殊線Ｗｔが弛むのを
阻止する機能を果たせばよいので、同じ機能を果たす他の形状の部材で代替することがで
きる。その場合、部材の装着部である円孔１６の形状も変えればよい。また、軽量化をあ
る程度犠牲にすることにはなるが、円柱状の治具１９やそれに代わる部材を基板１１に固
定的に設けておいてもよい。



(8) JP 5788663 B2 2015.10.7

10

20

30

40

50

【００４８】
［第３実施形態］
　図３は第３実施形態の保持具１０Ｃの構成を示し、（ａ）は斜視図、（ｂ）は円弧状の
板壁の外面をガイド面として特殊線Ｗｔを配索した状態を示す概略平面図である。
【００４９】
　この第３実施形態の保持具１０Ｃは、第１実施形態の保持具の幹線ガイド部１２を構成
する直線状の板壁の上縁と特殊線分岐ガイド部１３を構成する円弧状の板壁の上縁に、テ
ープの引っ掛け部１７としての切欠を形成したものである。これらのテープの引っ掛け部
１７は、板壁の上縁の長さ方向の中間部に設けられており、特殊線分岐ガイド部１３を構
成する円弧状の板壁の引っ掛け部１７は、円弧状の板壁の湾曲方向の中央部に位置してい
る。
【００５０】
　この保持具１０Ｃを用いる場合は、幹線ガイド部１２を構成する直線状の板壁の外面と
特殊線分岐ガイド部１３を構成する円弧状の板壁の外面をガイド面として電線を配索する
。そして、幹線Ｗ１と分岐線Ｗ２の開口１４ａ、１４ａ、１４ｂ部分でのテープ巻きに先
立って、予め、特殊線Ｗｔが円弧状の板壁の外面から離れないように、引っ掛け部１７を
利用して、保持具１０ＣにたすきがけにテープＴｐを掛け回して、特殊線Ｗｔの弛みを阻
止しておき、その状態で、幹線Ｗ１と分岐線Ｗ２を開口１４ａ、１４ａ、１４ｂ部分でテ
ープ巻き固定する。
【００５１】
　このように、板壁の上縁に設けた引っ掛け部１７にテープＴｐを引っ掛けながらテープ
巻きを行うことにより、テープＴｐのずれを防ぎながら特殊線Ｗｔを円弧状の板壁の外面
に押え付けることができ、配索時に余計な弛みを生じないようにすることができる。
【００５２】
［第４実施形態］
　図４は第４実施形態の保持具１０Ｄの構成を示し、（ａ）は平面図、（ｂ）は円弧状の
板壁の外面をガイド面として特殊線Ｗｔを配索した状態を示す概略平面図である。
【００５３】
　前の実施形態の図面から分かるように、幹線ガイド部１２を構成する直線状の板壁の外
面と特殊線分岐ガイド部１３を構成する円弧状の板壁の外面をガイド面として電線を配索
する場合、保持具の内部空間は使用しない。そこで、その内部空間を無くしたのが、この
第４実施形態の保持具１０Ｄである。
【００５４】
　この保持具１０Ｄでは、厚板状の基板１１Ｄを、第１実施形態の保持具の平面形状と同
じ形状に形成し、その外周端面を、幹線ガイド部１２を構成する直線壁とすると共に特殊
線分岐ガイド部１３を構成する円弧壁としている。そして、先端のテープ巻き付け部１５
だけを、テープを巻き付けやすいように薄板状に形成している。
【００５５】
　この保持具１０Ｄによれば、第１実施形態の保持具の板壁の外面に沿って配索した場合
と同様の作用効果を得ることができる。
【００５６】
［第５実施形態］
　図５は第５実施形態の保持具１０Ｅの構成を示し、（ａ）は平面図、（ｂ）は側面図で
ある。
【００５７】
　この保持具１０Ｅは、第４実施形態の保持具１０Ｄの下面に、車体パネル（被取付部材
）の固定孔に係合固定するためのクリップ（固定手段）１８を突設したものであり、この
クリップ１８を車両搭載時に車体パネルの固定孔に係合させることにより、Ｔ字状のワイ
ヤハーネス分岐部を保持した保持具１０Ｅを、車体にがたつかないように固定することが
できる。
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【００５８】
　従って、車両への固定が不十分だと異音発生の原因となるが、その原因を取り除いて、
異音発生の防止を図ることができる。
【００５９】
　なお、クリップ（固定手段）１８は、第１実施形態の保持具１０や第２、第３実施形態
の保持具１０Ｂ、１０Ｃにも同様に取り付けることができ、同様の効果を得ることができ
る。
【００６０】
［第６実施形態］
　図６は第６実施形態の保持具１００の構成を示し、（ａ）は平面図、（ｂ）は同（ａ）
のＶＩｂ－ＶＩｂ矢視図、（ｃ）は同（ａ）のＶＩｃ－ＶＩｃ矢視図である。また、図７
は図６の保持具１００を構成する下面板１１０の構成を示し、（ａ）は平面図、（ｂ）は
同（ａ）のＶＩＩｂ－ＶＩＩｂ矢視図、（ｃ）は同（ａ）のＶＩＩｃ－ＶＩＩｃ矢視図、
（ｄ）は同（ａ）のＶＩＩｄ－ＶＩＩｄ矢視断面図、図８は図６の保持具１００を構成す
る上面板１２０の構成を示し、（ａ）は平面図、（ｂ）は同（ａ）のＶＩＩＩｂ－ＶＩＩ
Ｉｂ矢視図、（ｃ）は同（ａ）のＶＩＩＩｃ－ＶＩＩＩｃ矢視図、（ｄ）は同（ａ）のＶ
ＩＩＩｄ－ＶＩＩＩｄ矢視断面図である。また、図９は図６の保持具１００を使用してワ
イヤハーネスの配索を行ってＴ字状の分岐部を構成した状態を示す平面図である。
【００６１】
　このワイヤハーネス分岐部の保持具１００は、図９に示すように、ワイヤハーネスの幹
線Ｗ１から該幹線Ｗ１に交差する方向（図では直交する方向）に分岐線Ｗ２を分岐させた
Ｔ字状のワイヤハーネス分岐部を作成し、且つ、作成した状態でワイヤハーネス分岐部を
保持するための部材である。
【００６２】
　この保持具１００は、平面視略Ｔ字形状の基板１０１と、この基板１０１に設けられて
幹線Ｗ１をガイドする幹線ガイド部１０２と、基板１０１に設けられて分岐線Ｗ２のうち
の最小曲げ半径の制限された特殊線Ｗｔを幹線Ｗ１に対し交差する方向に円弧状に湾曲さ
せながらガイドする特殊線分岐ガイド部１０３と、基板１０１に設けられて分岐線Ｗ２の
うちの特殊線以外の通常線Ｗｓをガイドする通常線分岐ガイド部１０４と、を有している
。特殊線分岐ガイド部１０３は、幹線ガイド部１０２に対して垂直な線の両側に左右対称
に設けられており、通常線分岐ガイド部１０４は、前記垂直な線上に設けられている。幹
線ガイド部１０２の両端開口の近傍と通常線分岐ガイド部１０４の開口の近傍には、テー
プ巻きが必要な場合に備えて、テープ巻き付け部１０５が設けられている。
【００６３】
　この場合の保持具１００は、図６～図８に示すように、互いに板面を合わせることで基
板１０１を構成する下面板１１０と上面板１２０とで構成されている。下面板１１０の基
板１１１と上面板１２０の基板１２１には、下面板１１０と上面板１２０を合わせた際に
、幹線ガイド部１０２としての経路を構成する直線状の幹線ガイド溝１１２、１２２と、
特殊線分岐ガイド部１０３としての経路を構成する円弧状の特殊線分岐ガイド溝１１３、
１２３と、通常線分岐ガイド部１０４としての経路を構成する直線状の通常分岐線ガイド
溝１１４、１２４と、がそれぞれ形成されている。
【００６４】
　ここで、図７に示すように、下面板１１０の特殊線分岐ガイド溝１１３は、該特殊線分
岐ガイド溝１１３に沿って形成されたＶ字状凹部１１５の最低部に形成されている。また
、図８に示すように、上面板１２０の特殊線分岐ガイド溝１２３は、該特殊線分岐ガイド
溝１２３に沿って形成され、且つ、下面板１１０と上面板１２０を合わせたときに前記Ｖ
字状凹部１１５に嵌合する山形凸部１２５の最高部に形成されている。
【００６５】
　また、上面板１１０と下面板１２０の基板１１１、１２１には、ワイヤハーネスの布線
治具の複数の支柱２０７、２０８（図９参照）にそれぞれ嵌まることで、布線板上に保持
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具１００を位置決めする貫通孔１０７、１０８が設けられている。
【００６６】
　次にこの保持具１００の使い方を述べる。
【００６７】
　まず、配索工程前に保持具１００の下面板１１０の貫通孔１０７、１０８を布線治具の
支柱２０７、２０８に嵌めて、保持具１００を布線治具にセットする。そして、分岐部の
配索作業では、ワイヤハーネスの幹線Ｗ１を幹線ガイド溝１１２の上に置き、分岐線Ｗ２
のうちの通常線Ｗｓを通常線分岐ガイド溝１１４の上に置き、特殊線Ｗｔを最小曲げ半径
が確保された特殊線分岐ガイド溝１１３の上に置く。配索終了後、上面板１２０を下面板
１１０の上に被せる。
【００６８】
　このとき、特殊線Ｗｔは、下面板１１０のＶ字状凹部１１５に上面板１２０の山形凸部
１２５が嵌まる際の斜面の作用で、自然に最小曲げ半径が確保された特殊線分岐ガイド溝
１１３、１２３に納まる。この状態で、上面板１２０と下面板１１０を、周囲に配置した
ロック機構もしくは結束バンドで固定する。こうすることにより、保持具１００に保持さ
れたＴ字状のワイヤハーネス分岐部が完成する。
【００６９】
　このワイヤハーネス分岐部の保持具１００によれば、分岐線Ｗ２のうちの最小曲げ半径
の制限された特殊線Ｗｔを、特殊線分岐ガイド溝１１３、１２３に沿ってガイドすること
ができるので、最小曲げ半径Ｒ（アール）を確保しながらの配索が可能とある。しかも、
そのまま上面板１２０と下面板１１０をテープ巻き等により固定することにより、配索し
た状態を最小スペースで保持しておくことができる。従って、配索作業がしやすくなると
共に、車両搭載までの間に配索時の状態が崩れる心配もなく、更に車両への搭載スペース
も小さくすることができる。
【００７０】
　また、分岐線Ｗ２のうちの特殊線Ｗｔ以外の通常線Ｗｓをガイドする通常線分岐ガイド
部１０４が設けられているので、通常線Ｗｓの分岐も同時に無理なく行うことができる。
【００７１】
　また、下面板１１０の上でワイヤハーネスを配索し、配索後に、上面板１２０を下面板
１１０の上に被せて、上面板１２０と下面板１１０を固定することにより、ワイヤハーネ
ス分岐部を安定して保持することができる。また、下面板１１０の特殊線分岐ガイド溝１
１３をＶ字状凹部１１５の最低部に形成し、上面板１２０の特殊線分岐ガイド溝１２３を
前記下面板のＶ字状凹部１１５に嵌合する山形凸部１２５の最高部に形成しているので、
下面板１１０の上でワイヤハーネスを配索し、配索後に上面板１２０を被せることにより
、特殊線ＷｔをＶ字状凹部１１５の斜面に沿って特殊線分岐ガイド溝１１３に自然に嵌め
込むことができ、特殊線Ｗｔの配索作業がやりやすくなる。
【００７２】
　また、基板１０１に、ワイヤハーネスの布線治具の複数の支柱２０７、２０８にそれぞ
れ嵌まることで、布線板上に基板１０１を位置決めする貫通孔１０７、１０８が設けられ
ているので、既存の布線治具を利用しながら、保持具１００を用いて特殊線Ｗｔを含むワ
イヤハーネスの配索を行うことができる。
【００７３】
　また、幹線ガイド部１０２に対して垂直な線の両側に左右対称に前記特殊線分岐ガイド
部１０３が設けられているので、両方の特殊線分岐ガイド部１０３を用いて２系統の特殊
線Ｗｔの分岐が可能となる。
【００７４】
　なお、本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、適宜、変形、改良、等
が可能である。その他、上述した実施形態における各構成要素の材質、形状、寸法、数、
配置箇所、等は本発明を達成できるものであれば任意であり、限定されない。
【００７５】



(11) JP 5788663 B2 2015.10.7

10

20

　例えば、上記実施形態は、幹線ガイド部に対して垂直な方向に特殊線をＴ字状に分岐す
るものであるが、幹線ガイド部に対して垂直でない方向に特殊線を分岐する構成であって
もよい。この場合も、特殊線を、幹線ガイド部に対して交差する分岐方向の線の両側に、
最小曲げ半径が等しくなるように分岐することができる。
【符号の説明】
【００７６】
　Ｗ１　幹線
　Ｗ２　分岐線
　Ｗｓ　通常線
　Ｗｔ　特殊線
　１０，１０Ｂ，１０Ｃ，１０Ｄ，１０Ｅ　保持具
　１１　基板
　１２　幹線ガイド部
　１３　特殊線分岐ガイド部
　１５　テープ巻き付け部
　１６　円孔（部材の装着部）
　１７　引っ掛け部
　１８　クリップ（固定手段）
　１９　治具（部材）
　１００　保持具
　１０１，１１１，１２１　基板
　１０２　幹線ガイド部
　１０３　特殊線分岐ガイド部
　１０４　通常線分岐ガイド部
　１１２，１２２　幹線ガイド溝
　１１３，１２３　特殊線分岐ガイド溝
　１１４，１２４　通常線分岐ガイド溝
　１０７，１０８　貫通孔



(12) JP 5788663 B2 2015.10.7

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(13) JP 5788663 B2 2015.10.7

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(14) JP 5788663 B2 2015.10.7

【図９】 【図１０】

【図１１】



(15) JP 5788663 B2 2015.10.7

10

フロントページの続き

    審査官  福田　正悟

(56)参考文献  特開２０００－２３６６０８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－１５０８３１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０９－２８９７１８（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｂ　　　７／００　　　　
              Ｈ０２Ｇ　　　３／３０　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

