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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　単芯線である第一導電部と、
　前記第一導電部とは別部材であり、前記第一導電部よりも柔軟な筒状に形成され、一方
側端部で前記第一導電部の端部の外周面を覆う状態で前記第一導電部に接続された第二導
電部と、
　前記第二導電部の他方側端部に接続され、相手側部材に接続可能な端子形状の部分を含
む導電性の接続部と、
　少なくとも前記第一導電部及び前記第二導電部の周囲を覆う絶縁被覆部と、を備える、
電線モジュール。
【請求項２】
　請求項１に記載の電線モジュールであって、
　前記接続部は、前記第二導電部の前記他方側端部によって外周面が覆われた状態で前記
他方側端部に接続される部分を含む棒状の第一接続部と、前記第一接続部の前記第二導電
部側に対し反対側に形成され前記端子形状に形成された第二接続部と、を含む、電線モジ
ュール。
【請求項３】
　請求項２に記載の電線モジュールであって、
　前記接続部は、前記第一導電部とは別の単芯線が加工されて形成され、
　前記接続部は、前記別の単芯線の一方側端部である前記第一接続部と、前記別の単芯線
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の他方側端部が前記端子形状に形成された部分である前記第二接続部と、前記別の単芯線
の両端部を除く部分であり前記第一接続部と前記第二接続部とを連結する中間部と、を備
える、電線モジュール。
【請求項４】
　請求項３に記載の電線モジュールであって、
　前記絶縁被覆部は、前記第一導電部と前記第二導電部と前記接続部の前記第一接続部及
び前記中間部との周囲を覆う熱収縮チューブが収縮した部材である、電線モジュール。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のいずれか１項に記載の電線モジュールであって、
　前記第二導電部は、複数の素線が筒状に編まれた編組線である、電線モジュール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、機器同士を繋ぐ電線モジュールについて説明する。
【背景技術】
【０００２】
　自動車等の車両に搭載されるワイヤーハーネスにおいて、２つの機器を繋ぐ電線モジュ
ールとして、比較的硬い単芯線と比較的柔軟な撚り線とを含むものが採用されることがあ
る。この場合、単芯線の部分では、比較的その形状が維持され、撚り線の部分では、比較
的柔軟に曲がる。
【０００３】
　例えば、特許文献１に示される例では、単芯線の端部が平板状に形成され、この部分に
撚り線の端部が溶接された電線モジュールが示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】実開昭６３－１４３８６２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に示される例においては、単芯線の端部を撚り線と接続可能
な平板状に潰す加工を行ったうえで、単芯線と撚り線とが溶接される。このため、接続作
業が煩雑である。
【０００６】
　本発明は、単芯線に柔軟な導電部材を接続する場合において、より簡単に単芯線と柔軟
な導電部材とを接続する技術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】
【０００７】
　第１態様に係る電線モジュールは、単芯線である第一導電部と、前記第一導電部とは別
部材であり、前記第一導電部よりも柔軟な筒状に形成され、一方側端部で前記第一導電部
の端部の外周面を覆う状態で前記第一導電部に接続された第二導電部と、前記第二導電部
の他方側端部に接続され、相手側部材に接続可能な端子形状の部分を含む導電性の接続部
と、少なくとも前記第一導電部及び前記第二導電部の周囲を覆う絶縁被覆部と、を備える
。
【０００８】
　第２態様に係る電線モジュールは、第１態様に係る電線モジュールの一態様である。第
２態様に係る電線モジュールにおいては、前記接続部は、前記第二導電部の前記他方側端
部によって外周面が覆われた状態で前記他方側端部に接続される部分を含む棒状の第一接
続部と、前記第一接続部の前記第二導電部側に対し反対側に形成され前記端子形状に形成
された第二接続部と、を含む。
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【０００９】
　第３態様に係る電線モジュールは、第２態様に係る電線モジュールの一態様である。第
３態様に係る電線モジュールにおいては、前記接続部は、前記第一導電部とは別の単芯線
が加工されて形成され、前記接続部は、前記別の単芯線の一方側端部である前記第一接続
部と、前記別の単芯線の他方側端部が前記端子形状に形成された部分である前記第二接続
部と、前記別の単芯線の両端部を除く部分であり前記第一接続部と前記第二接続部とを連
結する中間部と、を備える。
【００１０】
　第４態様に係る電線モジュールは、第３態様に係る電線モジュールの一態様である。第
４態様に係る電線モジュールにおいては、前記絶縁被覆部は、前記第一導電部と前記第二
導電部と前記接続部の前記第一接続部及び前記中間部との周囲を覆う熱収縮チューブが収
縮した部材である。
【００１１】
　第５態様に係る電線モジュールは、第１態様から第４態様のいずれか１つに係る電線モ
ジュールの一態様である。第５態様に係る電線モジュールにおいては、前記第二導電部は
、複数の素線が筒状に編まれた編組線である。
【発明の効果】
【００１２】
　上記の各態様において、単芯線である第一導電部よりも柔軟な筒状に形成された第二導
電部が、第一導電部の端部の周囲を覆う状態で接続されている。この場合、単芯線に柔軟
な部材を接続するための接続部分を設けるために、単芯線を潰す加工を行うことが不要と
なる。従って、より簡単に単芯線（第一導電部）と柔軟な導電部材（第二導電部）とを接
続することが可能となる。
【００１３】
　また、第２態様において、接続部は、第二導電部の他方側端部によって外周面が覆われ
た状態で他方側端部に接続される部分を含む棒状の第一接続部と、第一接続部の第二導電
部側に対し反対側に形成され端子形状に形成された第二接続部と、を含む。この場合、第
一導電部と第二導電部との接続と同様の作業で、第二導電部と接続部とを接続することが
できる。
【００１４】
　また、第３態様において、接続部は、別の単芯線の一方側端部である第一接続部と、別
の単芯線の他方側端部が端子形状に形成された部分である第二接続部と、別の単芯線の両
端部を除く部分であり配策経路に沿う形状を維持可能な剛性を有する形状のまま維持され
た中間部と、を備える。この場合、単芯線を用いて接続部を作ることが可能となる。
【００１５】
　また、第４態様において、絶縁被覆部は、第一導電部と第二導電部と接続部の第一接続
部及び中間部との周囲を覆う熱収縮チューブが収縮した部材である。この場合、絶縁被覆
部を設ける作業を簡単に行うことができる。
【００１６】
　また、第５態様において、第二導電部は、複数の素線が筒状に編まれた編組線である。
この場合、筒状の編組線はより柔軟なため、より振動を吸収できる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】実施形態に係る電線モジュールの断面図である。
【図２】実施形態に係る電線モジュールを含むワイヤーハーネスの一部切り欠き平面図で
ある。
【図３】実施形態に係る電線モジュールの一部省略斜視図である。
【図４】実施形態に係る電線モジュールの絶縁被覆部を設ける様子を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
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　以下、添付の図面を参照しつつ、実施形態について説明する。以下の実施形態は、本発
明を具現化した一例であり、本発明の技術的範囲を限定する事例ではない。
【００１９】
　図１～４を参照しつつ、本実施形態に係る電線モジュール１００について説明する。電
線モジュール１００は、第一導電部１と第二導電部２と接続部３と絶縁被覆部４とを備え
る。電線モジュール１００は、自動車等の車両に搭載される。電線モジュール１００は、
例えば、車両に搭載された２つの機器を繋ぐ部材である。
【００２０】
　図１は、電線モジュール１００の断面図である。図１は、電線モジュール１００の延在
方向に沿う切断線によって切断された断面図である。図２は、３つの電線モジュール１０
０及びこれらの周囲を一括して覆うシールド体５を備えるワイヤーハーネス１０１の一部
切り欠き平面図である。図２では、シールド体５の内部が切り欠かれて示されている。図
３は、電線モジュール１００の一部省略斜視図である。図３では、絶縁被覆部４が省略さ
れた電線モジュール１００が示されている。図４は、電線モジュール１００における絶縁
被覆部４が設けられる様子を示す断面図である。なお、図４は、電線モジュール１００の
延在方向に沿う切断線によって切断された断面図である。
【００２１】
　電線モジュール１００は、例えば、インバータ装置とモーターとを接続する。この場合
、電線モジュール１００における第一導電部１、第二導電部２及び接続部３には、交流の
電気が流れることが考えられる。
【００２２】
　また、電線モジュール１００が、例えば、車両の居室よりも前方側に配置された機器と
車両の居室よりも後方側に配置された機器とを接続することも考えられる。この場合、電
線モジュール１００は、例えば、車両に搭載された２つの機器に亘って床下を経由する状
態で取り付けられることが考えられる。なお、車両の居室よりも前方側に配置された機器
としては、例えば、インバータ装置が考えられる。また、車両の居室よりも後方側に配置
された機器としては、例えば、バッテリーが考えられる。このような場合、電線モジュー
ル１００の第一導電部１、第二導電部２及び接続部３には、直流の電気が流れることが考
えられる。
【００２３】
　また、ワイヤーハーネス１０１においては、電線モジュール１００の周囲を覆う金属製
のシールド体５を備える。この場合、電線モジュール１００の周囲に設けられたシールド
体によって電磁ノイズが遮蔽される。ここでは、シールド体５に３本の電線モジュール１
００が挿通された場合が示されている。しかしながら、シールド体５の内部に１本、２本
又は４本以上の電線モジュール１００が挿通される場合も考えられる。
【００２４】
　なお、シールド体５としては、アルミニウム又は銅等の金属が筒状に形成された金属パ
イプ若しくは複数の素線が筒状に編まれた編組線等が考えられる。
【００２５】
　次に電線モジュール１００における第一導電部１、第二導電部２、接続部３及び絶縁被
覆部４について説明する。はじめに、第一導電部１について説明する。
【００２６】
　図１，２に示されるように、電線モジュール１００において、第一導電部１は、単芯線
である。このため、電線モジュール１００において、第一導電部１は、比較的剛性の高い
部分である。即ち、第一導電部１は、後述する第二導電部２よりも硬い。
【００２７】
　また、第一導電部１は、曲がった経路に配設される場合又は直線状の経路に配設される
場合又は曲がった経路及び直線状の経路の両方を含む経路に配設される場合が考えられる
。例えば、第一導電部１が曲がった経路に配設される場合、第一導電部１には曲げ加工が
施され、その曲がった形状が維持されていることが考えられる。従って、ここでは、第一
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導電部１は、この電線モジュール１００の配策経路に沿う形状を維持可能な剛性を有して
いることが考えられる。
【００２８】
　より具体的には、第一導電部１は、例えば、車両に搭載された状態で、車両の振動によ
ってその形状が変化しないような剛性を有することが考えられる。即ち、第一導電部１は
、車両に搭載された状態で、車両の振動によって直線状若しくは曲げられた状態が解除さ
れない程度の剛性を有していることが考えられる。
【００２９】
　また、本実施形態において、第一導電部１は、例えば、アルミニウム又は銅等を主成分
とする棒状の金属の部材であることが考えられる。
【００３０】
　また、本実施形態では、第一導電部１の延在方向に直交する切断線によって切断される
断面において、第一導電部１は、中身が埋まった丸形状に形成されている。即ち、第一導
電部１は、円柱状に形成されている。しかしながら、第一導電部１の上記断面形状が、角
丸四角形状等の丸形状以外の形状である場合も考えられる。なお、第一導電部１の外周面
は、全体に亘って滑らかな湾曲面である場合又は複数の平面とこの平面を繋ぐ湾曲面とを
含む場合が好ましい。即ち、第一導電部１の外周面において、角張った部分が無いことが
好ましい。第一導電部１の外周面を覆う状態で接続される第二導電部２に、負荷がかかり
にくくなるためである。しかしながら、第一導電部１の外周面において、角張った部分が
形成されていてもよい。
【００３１】
　次に第二導電部２について説明する。電線モジュール１００において、第二導電部２は
、第一導電部１よりも柔軟な筒状に形成されている。例えば、第二導電部２は、車両の振
動により伸縮及び曲がることが可能に柔軟に形成されていることが考えられる。なお、本
実施形態では、第二導電部２は、複数の素線が筒状に編まれた編組線である。
【００３２】
　本実施形態において、第二導電部２は、例えば、アルミニウム又は銅等を主成分とする
金属の素線が筒状に編まれた編組線であることが考えられる。しかしながら、第二導電部
２が、薄い板状の金属部材が筒状に曲げられた部材である場合等も考えられる。
【００３３】
　電線モジュール１００においては、第二導電部２の一方側端部２１が、第一導電部１の
端部の外周面を覆う状態で第一導電部１と接続されている。なお、第二導電部２の他方側
端部２２には、後述する接続部３が接続されている。
【００３４】
　本実施形態では、第二導電部２の一方側端部２１が第一導電部１の端部を覆う状態で超
音波溶接等によって溶接されることで、第二導電部２と第一導電部１とが接続されている
。なお、第二導電部２の一方側端部２１が第一導電部１の端部を覆う状態で第二導電部２
の周囲を覆うリング状のかしめ部材がかしめられることで、第一導電部１と第二導電部２
とが接続される場合も考えられる。また、第二導電部２の一方側端部２１が第一導電部１
の端部を覆う状態ではんだ付けされることで接続される場合も考えられる。
【００３５】
　次に接続部３について説明する。接続部３は、導電性の部材である。接続部３は、第二
導電部２の他方側端部２２に接続され、相手側部材に接続可能な端子形状の部分を含む。
なお、相手側部材とは、この電線モジュール１００の接続相手の部材を意味する。
【００３６】
　また、本実施形態では、接続部３が、第一導電部１とは別の単芯線が加工されることで
形成されている場合が示されている。なお、ここでは、接続部３は、第一接続部３１、第
二接続部３２及び中間部３３を備えている。
【００３７】
　本実施形態において、第一接続部３１は、第二導電部２の他方側端部２２によって外周
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面が覆われた状態で他方側端部２２に接続される部分を含む。例えば、第一接続部３１と
第二導電部２とは、溶接によって接続されていることが考えられる。しかしながら、第一
接続部３１と第二導電部２とがかしめリング等のかしめ部材によって接続されている場合
等も考えられる。
【００３８】
　なお、本実施形態において、第一接続部３１は、別の単芯線の一方側端部である。より
具体的には、第一接続部３１は、丸棒状の別の単芯線がその形状のまま維持された部分の
うちの端部である。このため、接続部３の延在方向に直交する切断線によって切断される
断面において、第一接続部３１は、丸形状に形成されていることが考えられる。なお、第
一接続部３１の上記断面形状が、角丸四角形状等の丸形状以外の形状である場合も考えら
れる。
【００３９】
　次に第二接続部３２について説明する。第二接続部３２は、第一接続部３１の第二導電
部２側に対し反対側に形成されている。即ち、第二接続部３２は、第一接続部３１の第二
導電部２側に対し反対側に連なって形成されている。第二接続部３２は、相手側部材に接
続可能な部分である。ここでは、第二接続部３２は、別の単芯線の他方側端部が端子形状
に形成された部分である。なお、図１，２に示される例では、第二接続部３２は、扁平な
端子形状に形成されている。
【００４０】
　また、本実施形態では、第二接続部３２には、相手側部材にボルト締結を可能にするボ
ルト孔３２１が形成されている。ボルト孔３２１は、第二接続部３２の一方側の主面から
他方側の主面を貫通する貫通孔である。
【００４１】
　次に中間部３３について説明する。中間部３３は、別の単芯線の両端部を除く部分であ
り、第一接続部３１と第二接続部３２とを連結する部分である。ここでは、中間部３３は
、丸棒状の別の単芯線がその形状のまま維持された部分のうちの端部以外の部分である。
従って、中間部３３は、配策経路に沿う形状を維持可能な剛性を有する形状のまま維持可
能な部分である。このため、接続部３の延在方向に直交する切断線によって切断される断
面において、第一接続部３１と同様、丸形状に形成されていることが考えられる。なお、
中間部３３の上記断面形状が、角丸四角形状等の丸形状以外の形状である場合も考えられ
る。
【００４２】
　次に絶縁被覆部４について説明する。電線モジュール１００において、絶縁被覆部４は
、少なくとも第一導電部１及び第二導電部２の周囲を覆う。なお、ここでは、絶縁被覆部
４は、第一導電部１と第二導電部２と接続部３の第一接続部３１及び中間部３３との周囲
を覆っている。
【００４３】
　絶縁被覆部４は、絶縁性の樹脂の部材であることが考えられる。本実施形態では、絶縁
被覆部４は、第一導電部１と第二導電部２と接続部３の第一接続部３１及び中間部３３と
の周囲を覆う熱収縮チューブ４０が収縮した部材である。熱収縮チューブ４０は、例えば
、ポリオレフィン系、ナイロン系、シリコーン系、フッ素樹脂系又はポリエステルエラス
トマー系などの合成樹脂からなる筒状の部材である。熱収縮チューブ４０は、押し出し成
形によりごく細い筒状に成形された樹脂部材が、加熱された状態で太い筒状へ引き伸ばさ
れた後に冷却されることによって得られる。このようにして得られた熱収縮チューブ４０
は、加熱された場合、引き伸ばされる前の細い筒状まで収縮する形状記憶特性を有する。
【００４４】
　従って、本実施形態では、例えば、以下の手順で絶縁被覆部４が設けられることが考え
られる。まず、裸線状態の第一導電部１の端部に、第二導電部２の一方側端部２１が接続
される作業、及び、第二導電部２の他方側端部２２に接続部３の第一接続部３１が接続さ
れる作業が行われる。次に、図４に示されるように、第一導電部１、第二導電部２及び接
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続部３が接続された状態で、それらの周囲を熱収縮チューブ４０によって覆う。そして、
この熱収縮チューブ４０を加熱し、収縮させることで、第一導電部１と第二導電部２と接
続部３の第一接続部３１及び中間部３３との周囲を覆う絶縁被覆部４が得られる。
【００４５】
　なお、別の態様として、第一導電部１及び接続部３として、単芯線と単芯線の周囲に押
出成形によって形成された絶縁被覆とを備える絶縁電線が採用される場合も考えられる。
この場合、絶縁被覆部４は、第一導電部１及び接続部３の周囲に押出成形によって形成さ
れた絶縁被覆を含むことが考えられる。なお、この場合、第一導電部１の端部及び接続部
３の第一接続部３１の周囲の絶縁被覆が除去されて、第二導電部２と接続されることが考
えられる。
【００４６】
　また、さらに別の態様として、絶縁被覆部４として、第一導電部１と第二導電部２と接
続部３の第一接続部３１及び中間部３３との周囲を覆うように巻き付けられたテープ状の
部材又はシート状の部材が採用される場合等も考えられる。
【００４７】
　本実施形態においては、例えば、車両に搭載された２つの機器を電線モジュール１００
が繋ぐ。このとき、電線モジュール１００においては、第二導電部２が２つの機器間の少
なくとも１箇所に設けられる。これにより、柔軟な第二導電部２によって振動が吸収され
、振動による破断が抑制される。例えば、第二導電部２は、２つの機器間の中央部分に１
箇所設けられている場合が考えられる。この場合、第一導電部１における第二導電部２側
に対し反対側の端部が、接続部３と同様、端子形状に形成されていることも考えられる。
なお、第二導電部２が２箇所以上設けられている場合ももちろん考えられる。
【００４８】
　また、本実施形態において、単芯線である第一導電部１よりも柔軟な筒状に形成された
第二導電部２が、第一導電部１の端部の周囲を覆う状態で接続されている。この場合、単
芯線に柔軟な部材を接続するための接続部分を設けるために、単芯線を潰す加工を行うこ
とが不要となる。従って、より簡単に単芯線（第一導電部１）と柔軟な導電部材（第二導
電部２）とを接続することが可能となる。
【００４９】
　また、本実施形態において、接続部３は、第二導電部２の他方側端部２２によって外周
面が覆われた状態で他方側端部２２に接続される部分を含む棒状の第一接続部３１と、第
一接続部３１の第二導電部２側に対し反対側に形成され相手側部材に電気的に接続可能な
端子形状に形成された第二接続部３２と、を含む。この場合、第一導電部１と第二導電部
２との接続と同様の作業で、第二導電部２と接続部３とを接続することができる。
【００５０】
　また、本実施形態において、第一接続部３１は、第一導電部１と別の単芯線の端部以外
の部分が配策経路に沿う形状を維持可能な剛性を有する形状のまま維持された部分であり
、第二接続部３２は、別の単芯線の端部が、端子形状に形成された部分である。この場合
、単芯線を用いて接続部３を作ることが可能となる。
【００５１】
　また、本実施形態において、第二導電部２は、複数の素線が筒状に編まれた編組線であ
る。この場合、筒状の編組線はより柔軟なため、より振動を吸収できる。
【００５２】
　また、本実施形態において、絶縁被覆部４は、第一導電部１と第二導電部２と接続部３
の第一接続部３１及び中間部３３との周囲を覆う熱収縮チューブ４０が、収縮した部材で
ある。この場合、絶縁被覆部４を設ける作業を簡単に行うことができる。
【００５３】
　以下、電線モジュールの応用例について説明する。例えば、電線モジュール１００にお
いて、接続部３が、端子であってもよい。
【００５４】
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　また、第二導電部２が、接続部３の周囲を覆わずに接続部３に接続されている場合も考
えられる。例えば、接続部３の一部が平板状に形成され、この平板状の部分の一方面に溶
接によって第二導電部２が接続される場合も考えられる。
【００５５】
　また、接続部３の第二接続部３２が、棒状に形成されている場合又は接続部３の延在方
向に延びるキャビティである場合等も考えられる。即ち、第二接続部３２が、所謂、オス
型端子形状又はメス型端子形状に形成されていてもよい。
【００５６】
　なお、本発明に係る電線モジュールは、各請求項に記載された発明の範囲において、以
上に示された実施形態および応用例を自由に組み合わせること、或いは実施形態および応
用例を適宜、変形するまたは一部を省略することによって構成されることも可能である。
【符号の説明】
【００５７】
　１　第一導電部
　１００　電線モジュール
　２　第二導電部
　２１　一方側端部
　２２　他方側端部
　３　接続部
　３１　第一接続部
　３２　第二接続部
　３３　中間部
　４　絶縁被覆部
　４０　熱収縮チューブ

【図１】 【図２】
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