
JP 5654159 B1 2015.1.14

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　板材を中空状に折り曲げて、一端に被覆電線の導体部分を収容して圧着可能な開口を有
する圧着部を備えた圧着端子であって、
　前記圧着部の２つの縁部を近接させて、レーザ溶接により接合した第１の溶接部と、
　前記圧着部の前記開口と反対の一端に形成されるトランジッション部を重ね合わせて重
ね合わせ部を形成し、前記重ね合わせ部をレーザ溶接により閉塞した第２の溶接部と、
を備え、
　前記圧着部と前記トランジッション部との間に傾斜部が形成され、
　前記第２の溶接部における溶接軌跡が、曲線、複数の直線又は断続的に形成される線よ
りなり、
　前記第２の溶接部は、前記トランジッション部における前記溶接軌跡の部分の板材が密
着することで前記重ね合わせ部を形成して溶接されるとともに、前記トランジッション部
における前記溶接軌跡以外の部分の板材が密着していない膨らみ部を形成することを特徴
とする圧着端子。
【請求項２】
　曲線で形成される前記溶接軌跡は、Ｕ字状であることを特徴とする請求項１記載の圧着
端子。
【請求項３】
　複数の直線で形成される前記溶接軌跡は、Ｖ字状であることを特徴とする請求項１記載
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の圧着端子。
【請求項４】
　前記溶接軌跡は、前記重ね合わせ部の軸方向に対して左右端部に所定の間隔を設けて形
成されたことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の圧着端子。
【請求項５】
　前記傾斜部の立上がり部分は、前記溶接軌跡の形状に合わせた形状をなすことを特徴と
する請求項１～４のいずれか１項に記載の圧着端子。
【請求項６】
　前記膨らみ部は、前記トランジッション部において、前記溶接軌跡を挟んで、前記圧着
部側および前記圧着部の反対側に形成されたことを特徴とする請求項１～４のいずれか１
項に記載の圧着端子。
【請求項７】
　接続端子となるコネクタ部を備え、
　前記圧着部と前記コネクタ部とは、前記トランジッション部により接続されており、
　前記コネクタ部と前記トランジッション部との接続部分には、板材を折り曲げて前記第
１の溶接部を形成するため、板材が立設した状態から２つの縁部が近接した状態へ移行す
る折返し部が形成され、
　前記折返し部は、前記コネクタ部側から前記第１の溶接部の端部に向かって、板材の縁
部が外側から内側へ緩やかな傾斜を成すように形成されたことを特徴とする請求項１～６
のいずれか１項に記載の圧着端子。
【請求項８】
　前記第２の溶接部における溶接軌跡が、重ね合わせ部の軸方向に対する左右端部側にお
いて、板材の板厚だけ隙間を空けた位置から形成されていることを特徴とする請求項１～
７のいずれか１項に記載の圧着端子。
【請求項９】
　前記第２の溶接部における溶接軌跡が、前記圧着部の開口部から重ね合わせ部へレーザ
を照射することにより溶接された軌跡であることを特徴とする請求項１～７のいずれか１
項に記載の圧着端子。
【請求項１０】
　先端に絶縁被覆から導体部分を露出した被覆電線と、
　板材を中空状に折り曲げて、一端に前記被覆電線の前記導体部分を収容して圧着可能な
開口を有する圧着部を備えた圧着端子と、を備えたワイヤハーネスであって、
　前記圧着部の２つの縁部を近接させて、レーザ溶接により接合した第１の溶接部と、
　前記圧着部の前記開口と反対の一端に形成されるトランジッション部を重ね合わせて重
ね合わせ部を形成し、前記重ね合わせ部をレーザ溶接により閉塞した第２の溶接部と、
を備え、
　前記圧着部と前記トランジッション部との間に傾斜部が形成され、
　前記第２の溶接部における溶接軌跡が、曲線、複数の直線又は断続的に形成される線よ
りなり、
　前記第２の溶接部は、前記トランジッション部における前記溶接軌跡の部分の板材が密
着することで前記重ね合わせ部を形成して溶接されるとともに、前記トランジッション部
における前記溶接軌跡以外の部分の板材が密着していない膨らみ部を形成することを特徴
とするワイヤハーネス。
【請求項１１】
　金属基材からなる板材に打ち抜き加工を施して、展開状態の圧着端子を形成する一次加
工工程と、
　前記展開状態の圧着端子を曲げ加工により、少なくとも、中空状に折り曲げて、一端に
被覆導線の導体部分を収容して圧着可能な開口を有する圧着部と、前記圧着部の前記開口
と反対の端部にトランジッション部を形成する二次加工工程と、
　前記圧着部の２つの縁部を近接させてレーザ溶接により接合する第１の溶接工程と、
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　前記トランジッション部を重ね合わせて閉塞し、レーザ溶接により接合する第２の溶接
工程と、
を含み、
　前記二次加工工程では、前記圧着部と前記トランジッション部との間に傾斜部を形成し
、
　前記第２の溶接工程における溶接軌跡が、曲線、複数の直線又は断続的に形成される線
によりなり、
　前記第２の溶接工程では、前記トランジッション部における前記溶接軌跡の部分の板材
を密着することで前記重ね合わせ部を形成して溶接するとともに、前記トランジッション
部における前記溶接軌跡以外の部分の板材が密着していない膨らみ部を形成することを特
徴とする圧着端子の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被覆導線の導体部分を接続可能な圧着端子、ワイヤハーネス及び圧着端子の
製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電気機器には、ワイヤハーネスなどの被覆導線が通常用いられる。このような被覆導線
の導体部分には、他のコネクタに結合するため、接続端子が固定される。この導体部分の
浸食を適切に抑制して安定した電気的導通を維持するためには、導体部分への水分の侵入
阻止は重要である。車両に用いられる接続端子は、雨天時の走行や洗車、結露などによっ
て水分にさらされる可能性があるため、導体部分への水分の侵入阻止の必要性はさらに高
い。また、車両の軽量化によって燃費効率を向上させるため、導体部分にアルミを使用し
たアルミ電線も近年注目されている。しかし、このようなアルミ電線を異種金属により形
成された接続端子とともに使用する場合、水分や湿度の存在により、導体部分と接続端子
との接続部分に、いわゆる電食が発生し得る。
【０００３】
　このため、導体部分への水分の侵入を抑制すべく、被覆導線の導体部分が接続端子に接
続された状態で接続部分を絶縁体で封止した接続構造体が提案されている（例えば、特許
文献１参照）。
【０００４】
　上記の従来技術では、絶縁体による封止に要するコストが比較的高いという点で改善の
余地がある。これに対して、板材を曲げることで、被覆導線の導体部分を収容して圧着可
能な圧着部を形成し、これによって導体部分を取り囲む態様も考えられる。
【０００５】
　このような態様として、一端閉塞型の中空状（筒状）の圧着部を有する端子を用い、こ
の圧着部内に電線の端部を挿入した後、この圧着部をかしめ加工により圧着して、芯線端
部を雨水や海水等の付着から保護する技術が提案されている（例えば、特許文献２及び３
参照）。
【０００６】
　また、本出願人らは、一端閉塞型の中空状（筒状）の圧着部を有する端子として、図１
３に示すように、板条を打ち抜き加工及び曲げ加工を施すことにより、筒状の圧着部Ｔａ
と、箱状のコネクタ部Ｔｂとを形成し、さらに圧着部Ｔａとコネクタ部Ｔｂとの接続部分
を押し潰してトランジッション部Ｔｄを形成した圧着端子ＳＴに関する技術を提案してい
る。
【０００７】
　このような圧着端子ＳＴでは、圧着部Ｔａとトランジッション部Ｔｄとにおいて、中空
状に曲げ加工した部分にできる突き合わせ界面Ｔｃと重ね合わせ部Ｔｄとをそれぞれレー
ザ溶接することによって、密閉構造を形成する。具体的には、まず、圧着端子ＳＴにおけ
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る円筒状に曲げ加工された圧着部Ｔａの上端部において、軸方向に向かって形成される突
き合わせ界面Ｔｃをレーザ溶接する。さらに、トランジッション部Ｔｄを形成し、トラン
ジッション部Ｔｄの重ね合わせ部Ｔｅにも導体部分への水の侵入を抑制するためにレーザ
溶接を行い封止する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０１１－２３３３２８号公報
【特許文献２】特開２００６－３３１９３１号公報
【特許文献３】特開２００１－２５０６０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　ところで、上記従来の技術では、トランジッション部Ｔｄを押し潰して板材同士を密着
させた重ね合わせ部Ｔｅに対してレーザ溶接を行う。このレーザ溶接は、端子幅方向に一
直線に溶接しているため、結果としてトランジッション部Ｔｄの強度が低下する可能性が
ある。すなわち、トランジッション部Ｔｄにおいて、レーザ溶接を施した軌跡に沿って、
この溶接軌跡が折れ線となってトランジッション部Ｔｄの首折れが生じる可能性があった
。
【００１０】
　本発明は、以上のような従来の課題を解決するものであって、その目的は、局部的な強
度低下や変形を抑制しつつ、被覆導線の導体部分への水分の侵入を適切に抑制した圧着端
子、ワイヤハーネス及び圧着端子の製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記の課題を解決するため、本発明の圧着端子は、板材を中空状に折り曲げて、一端に
被覆電線の導体部分を収容して圧着可能な開口を有する圧着部を備えた圧着端子であって
、前記圧着部の２つの縁部を近接させて、レーザ溶接により接合した第１の溶接部と、前
記圧着部の前記開口と反対の一端に形成されるトランジッション部を重ね合わせて重ね合
わせ部を形成し、前記重ね合わせ部をレーザ溶接により閉塞した第２の溶接部と、を備え
、前記圧着部と前記トランジッション部との間に傾斜部が形成され、前記第２の溶接部に
おける溶接軌跡が、曲線、複数の直線又は断続的に形成される線よりなり、前記第２の溶
接部は、前記トランジッション部における前記溶接軌跡の部分の板材が密着することで前
記重ね合わせ部を形成して溶接されるとともに、前記トランジッション部における前記溶
接軌跡以外の部分の板材が密着していない膨らみ部を形成することを特徴とする。
【００１３】
　本発明は、上述の圧着端子を備えたワイヤハーネスとして捉えることも可能であり、先
端に絶縁被覆から導体部分を露出した被覆電線と、板材を中空状に折り曲げて、一端に前
記被覆電線の前記導体部分を収容して圧着可能な開口を有する圧着部を備えた圧着端子と
、を備えたワイヤハーネスであって、前記圧着部の２つの縁部を近接させて、レーザ溶接
により接合した第１の溶接部と、前記圧着部の前記開口と反対の一端に形成されるトラン
ジッション部を重ね合わせて重ね合わせ部を形成し、前記重ね合わせ部をレーザ溶接によ
り閉塞した第２の溶接部と、を備え、前記圧着部と前記トランジッション部との間に傾斜
部が形成され、前記第２の溶接部における溶接軌跡が、曲線、複数の直線又は断続的に形
成される線よりなり、前記第２の溶接部は、前記トランジッション部における前記溶接軌
跡の部分の板材が密着することで前記重ね合わせ部を形成して溶接されるとともに、前記
トランジッション部における前記溶接軌跡以外の部分の板材が密着していない膨らみ部を
形成することを特徴とする。
【００１４】
　本発明は、上述の圧着端子の製造方法として捉えることも可能であり、金属基材からな
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る板材に打ち抜き加工を施して、展開状態の圧着端子を形成する一次加工工程と、前記展
開状態の圧着端子を曲げ加工により、少なくとも、中空状に折り曲げて、一端に被覆導線
の導体部分を収容して圧着可能な開口を有する圧着部と、前記圧着部の前記開口と反対の
端部にトランジッション部を形成する二次加工工程と、前記圧着部の２つの縁部を近接さ
せてレーザ溶接により接合する第１の溶接工程と、前記トランジッション部を重ね合わせ
て閉塞し、レーザ溶接により接合する第２の溶接工程と、を含み、前記二次加工工程では
、前記圧着部と前記トランジッション部との間に傾斜部を形成し、前記第２の溶接工程に
おける溶接軌跡が、曲線、複数の直線又は断続的に形成される線によりなり、前記第２の
溶接工程では、前記トランジッション部における前記溶接軌跡の部分の板材が密着するこ
とで前記重ね合わせ部を形成して溶接されるとともに、前記重ね合わせ部における前記溶
接軌跡以外の部分の板材が密着していない膨らみ部を形成することを特徴とする。
【００１５】
　上記の曲線で形成される溶接軌跡にはＵ字状を含む。また、上記の複数の直線で形成さ
れる溶接軌跡にはＶ字状を含む。
【００１６】
　以上のような本発明では、端子又は圧着端子の重ね合わせ部における溶接軌跡を、例え
ば、Ｕ字状の曲線、Ｖ字状の複数の直線、又は断続的に形成される線により形成すること
で、重ね合わせ部に係る荷重を圧着端子の軸方向に分散させることができる。したがって
、端子の軸方向左右に直線上に溶接軌跡を形成するのに比較して、圧着端子の強度を局部
的に低下させるようなことがなく、被覆導線の導体部分への水分の侵入を適切に防止する
ことが可能になる。また、曲げ加工により押し潰された重ね合わせ部を、レーザ溶接を行
う溶接軌跡の部分の板材に留めることで、板材を重ね合わせる範囲を減少させる一方で、
溶接軌跡以外の部分の板材が膨らみ部を形成することで、この部分の強度を高めることが
できる。
【００１７】
　本発明の好ましい態様では、前記溶接軌跡は、前記重ね合わせ部の軸方向に対して左右
端部に所定の間隔を設けて形成される。
【００１８】
　以上の態様では、重ね合わせ部において、軸方向に対して左右端部は、圧着端子を形成
する素材の肉厚部分となっており、壁部が形成されている。この壁部は、溶接により封止
する必要がない。したがって、この左右端部の肉厚部分を除いてレーザ溶接を施したとし
ても、密閉性に影響はない反面、溶接範囲が狭くなるため、トランジッション部のレーザ
溶接による強度の低下を防ぐことが可能となる。
【００１９】
　本発明の好ましい態様では、前記傾斜部の立上がり部分は、前記溶接軌跡の形状に合わ
せた形状をなすことを特徴とする。
【００２０】
　以上の態様では、傾斜部の立上がり部分を溶接軌跡の形状に合わせた形状になすことで
、圧着端子の密閉性を確保しつつ、すっきりした外観の端子を提供することができる。
　本発明の好ましい態様では、前記膨らみ部は、前記トランジッション部において、前記
溶接軌跡を挟んで、前記圧着部側および前記圧着部の反対側に形成されたことを特徴とす
る。
　以上の態様によれば、膨らみ部が、溶接軌跡を挟んで、圧着部側および圧着部の反対側
にそれぞれ形成されることで、トランジッション部の強度を高めることができる。
【００２３】
　本発明の好ましい態様では、接続端子となるコネクタ部を備え、前記圧着部と前記コネ
クタ部とは、前記トランジッション部により接続されており、前記コネクタ部と前記トラ
ンジッション部との接続部分には、板材を折り曲げて前記第１の溶接部を形成するため、
板材が立設した状態から２つの縁部が近接した状態へ移行する折返し部が形成され、前記
折返し部は、前記コネクタ部側から前記第１の溶接部の端部に向かって、板材の縁部が外
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側から内側へ緩やかな傾斜を成すように形成される。
【００２４】
　以上の態様では、板材が立設した状態から２つの縁部が近接した状態へ移行する折返し
部を、重ね合わせ部とコネクタ部との間に設けることで、トランジッション部の強度を高
め、この部分におけるクラックを防止することができる。
【００２５】
　本発明の好ましい態様では、前記第２の溶接部における溶接軌跡が、重ね合わせ部の軸
方向に対する左右端部側において、板材の板厚だけ隙間を空けた位置から形成されている
。以上の態様では、このような位置から溶接を開始することで、当該端部を溶接しないの
で強度の低下を抑えることができる。また、板条が略１８０°曲げられた内側から溶接す
ることとなるため、止水性も確保することができる。
【００２６】
　本発明の好ましい態様では、前記第２の溶接部における溶接軌跡が、前記圧着部の開口
部から重ね合わせ部へレーザを照射することにより溶接された軌跡である。以上の態様で
は、貫通溶接が生じうるような重ね合わせ部の表面を溶接した場合と比べて、強度低下を
抑えることができる。
【発明の効果】
【００２７】
　以上のような本発明によれば、局部的な強度低下や変形を抑制しつつ、被覆導線の導体
部分への水分の侵入を適切に抑制した圧着端子、ワイヤハーネス及び圧着端子の製造方法
を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の実施形態に係る圧着端子の一態様を示す斜視図である。
【図２】本発明の実施形態に係る圧着端子の一態様を示す斜視図である。
【図３】本発明の実施形態に係る圧着端子の複数の溶接パターンを示す模式図である。
【図４】本発明の実施形態に係る圧着端子の一態様を示す斜視図（ａ）及び模式図（ｂ）
である。
【図５】本発明の実施形態に係る圧着端子の一態様を示す斜視図（ａ）及び（ｂ）である
。
【図６】本発明の実施形態に係る圧着端子の一態様を示す斜視図である。
【図７】本発明の実施形態に係る圧着端子の一態様を示す斜視図である。
【図８】本発明の実施形態に係る圧着端子の製造工程を示す模式図である。
【図９】本発明の実施形態に係る圧着端子の重ね合わせ部を示す断面図である。
【図１０】本発明の実施形態に係る圧着端子の重ね合わせ部を示す断面図である。
【図１１】本発明の実施形態に係る圧着端子の溶接パターンを示す模式図である。
【図１２】本発明の実施形態に係る圧着端子の溶接パターンを示す模式図である。
【図１３】従来の圧着端子の構成を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、本発明の実施形態について、図１～図９を参照して具体的に説明する。
【００３０】
［１．本実施形態の圧着端子及びワイヤハーネスの概要］
（圧着端子の素材）
　まず、本実施形態の圧着端子及びワイヤハーネスの概要を説明する。本実施形態のワイ
ヤハーネスは、アルミニウム素線を束ねたアルミニウム芯線を絶縁樹脂で被覆した被覆電
線に対して、芯線部分を絶縁樹脂から露出させ、圧着端子を圧着接続して用いるものであ
る。
【００３１】
　ここで、アルミニウム電線の芯線としては、例えば鉄（Ｆｅ）を約０．２質量％、銅（
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Ｃｕ）を約０．２質量％、マグネシウム（Ｍｇ）を約０．１質量％、シリコン（Ｓｉ）を
約０．０４質量％、残部がアルミニウム（Ａｌ）および不可避不純物からなるアルミニウ
ム芯線を用いることができる。他の合金組成として、Ｆｅを約１．０５質量％、Ｍｇを約
０．１５質量％、Ｓｉを約０．０４質量％、残部がＡｌおよび不可避不純物のもの、ある
いは、Ｆｅを約１．０質量％、Ｓｉを約０．０４質量％、残部がＡｌおよび不可避不純物
のもの、Ｆｅを約０．２質量％、Ｍｇを約０．７質量％、Ｓｉを約０．７質量％、残部が
Ａｌおよび不可避不純物のものなどを用いることができる。これらは、さらにＴｉ、Ｚｒ
、Ｓｎ、Ｍｎ等の合金元素を含んでいてもよい。このようなアルミニウム芯線を用い、例
えば０．５～２．５ｓｑ（ｍｍ２）、７～１９本撚りの芯線にして用いることができる。
芯線の被覆材としては、例えばＰＥ、ＰＰなどのポリオレフィンを主成分としたものやＰ
ＶＣを主成分としたもの等を用いることができる。
【００３２】
（圧着端子の製造工程）
　また、本実施形態のワイヤハーネスに用いる圧着端子を製造する製造工程の概要を、図
８を用いて説明する。図８に示すように、本実施形態の圧着端子は、ロール状から巻き出
された板条ＣＳ（図８（ａ））から形成される。すなわち、図８（ａ）に示す板条ＣＳか
ら、一次プレスとして、打ち抜き加工を施すことによって、図８（ｂ）に示す連鎖端子Ｔ
１が形成される。この連鎖端子Ｔ１は、図示しないプレス機内において、連鎖端子Ｔ１を
送り方向に搬送するためのキャリア部Ｃ１，Ｃ２が形成されており、このキャリア部Ｃ２
には、搬送時に位置決めを行うためピンを挿入する送り穴Ｈが所定ピッチＬで複数（ここ
では個片の圧着端子Ｔの位置に合わせて一つずつ）設けられている。キャリア部Ｃ１，Ｃ
２の間には、後工程において個片の圧着端子Ｔの中空状の圧着部Ｔａを成す部分と、他の
端子との接続部分となる箱状のコネクタ部Ｔｂとが形成されている。
【００３３】
　図８（ｃ）は、二次プレスとして、曲げ加工を施すことによって、図８（ｃ）に示す連
鎖端子Ｔ２が形成される。この連鎖端子Ｔ２では、キャリア部Ｃ２は除去されており、キ
ャリア部Ｃ１のみを有する状態となる。また、圧着部Ｔａとコネクタ部Ｔｂとは、曲げ加
工により、それぞれ中空状（筒状）と箱状に形成された状態となる。この状態において、
圧着部Ｔａは、中空状の曲げ加工した部分にできる突き合わせ界面Ｔｃが形成される。
【００３４】
　この突き合わせ界面Ｔｃを、レーザ溶接により接合して圧着部Ｔａを密閉構造にする。
具体的には、まず、圧着端子Ｔにおける円筒状に曲げ加工された圧着部Ｔａの上端部にお
いて、軸方向に向かって形成される突き合わせ界面Ｔｃを、レーザ溶接する。さらに、コ
ネクタ部Ｔｂとの接続部分を押し潰してトランジッション部Ｔｄを形成し、トランジッシ
ョン部Ｔｄの重ね合わせ部Ｔｅにも導体部分への水の侵入を抑制するためにレーザ溶接を
行い封止する。以上のような作用により、図８（ｄ）に示すように、電線挿入前の圧着端
子Ｔをキャリア部Ｃ１によって保持した連鎖端子Ｔ３が製造される。
【００３５】
　なお、ここでは、圧着端子Ｔの曲げ加工した部分に突き合わせた例を用いているが、本
発明では、曲げ加工した部分がオーバーラップしている場合においても、レーザ溶接して
接合することが可能である。
【００３６】
（圧着端子の基本構成）
　続いて、本実施形態のワイヤハーネスに用いる圧着端子の基本構成について、図１を用
いて説明する。図１に示すように、圧着端子１０は、箱形のコネクタ部１１と、コネクタ
部１１の図中奥側（図１で右側）に位置する一端閉塞型の中空状の圧着部１２と、コネク
タ部１１と圧着部１２とを接続する平坦なトランジッション部１３とを一体に成型してな
るものである。
【００３７】
　圧着端子１０は、導電性と強度を確保するため、基本的に金属材料（銅、アルミニウム
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、鋼、又はこれらを主成分とする合金等）の基材で形成される。ただし、圧着端子に要求
される種々の特性を担保するために、例えば圧着端子１０の一部又は全部にスズめっきや
銀めっき等が施されていてもよい。
【００３８】
　本実施形態では、コネクタ部１１は雄型端子等の挿入タブ（図示省略）が挿入される雌
型端子の例を示しているが、本発明では、コネクタ部１１の細部の形状は特に限定されな
い。すなわち、他の態様として、雌型のコネクタ部１１に代えて例えば雄型端子の挿入タ
ブを設けて形成することも可能である。
【００３９】
　圧着部１２は、圧着端子１０において、上述のように被覆電線の端部が圧着接合される
部位である。圧着部１２は、長手方向の一端（図１の右奥側）に図示しない電線の端部の
挿入するための開口部１２ａ（挿入口）を有し、長手方向の他端（図１の左手前側）はト
ランジッション部１３に接続されて閉塞されている。
【００４０】
　具体的には、図８（ａ）～（ｃ）において示したように、打ち抜き加工を行った板条Ｃ
Ｓを中空状に折り曲げて２つの縁部を近接させ、突き合わせ界面Ｔｃを形成する。また、
コネクタ部１１との接続部分を押し潰してトランジッション部１３を形成し、重ね合わせ
部Ｔｅとして閉塞する。続いて、突き合わせ界面Ｔｃと重ね合わせ部Ｔｅに対してレーザ
溶接を行い、封止する。
【００４１】
　このように、圧着部１２は外部より水分等が浸入しないよう電線の絶縁被覆を全周にわ
たって閉鎖的に取り囲むよう構成したのは、圧着端子１０の金属基材（銅、アルミニウム
、鋼など）とアルミニウム電線との接点に水分が付着すると、両金属の電極電位の差から
いずれかの金属（合金）が腐食してしまうことによる。
【００４２】
　なお、圧着端子１０と電線の芯線とがアルミニウム同士であっても微妙な合金組成の違
いによってそれらの接合部は腐食を生じることがある。本発明において、圧着部１２は、
電線の絶縁被覆を全周にわたって密着状態で取り囲むことができれば腐食に対して一定の
効果が得られるため、必ずしも円筒である必要はなく、場合によっては楕円や矩形の管で
あってもよい。また、圧着部１２は径が一定である必要はなく、長手方向で径が変化して
いてもよい。ただし、圧着部１２は、後述のように、圧着時にその内面が電線の絶縁被覆
の表面と十分に密に接することが可能な形状とすることが好ましい。
【００４３】
［２．具体的な実施形態］
　本発明の実施形態に係るワイヤハーネスに用いる圧着端子の具体的な態様について、図
１～７を参照して説明する。図１に示すように、本実施形態の圧着端子１０は、トランジ
ッション部１３に形成される重ね合わせ部Ｔｅにおいて、レーザ溶接を行う場合の溶接軌
跡に特徴を有するものである。すなわち、本実施形態の圧着端子１０の重ね合わせ部Ｔｅ
におけるレーザ溶接の溶接軌跡は、曲線、複数の直線又は断続的に形成される線よりなる
ものである。以下、溶接軌跡の複数のパターンについて、図を参照して説明する。
【００４４】
（第１の態様－曲線）
　図１に示すように、圧着端子１０において、重ね合わせ部Ｔｅにおける溶接軌跡Ｓ１を
、Ｕ字状の曲線で形成する。この場合、Ｕ字状の曲線の凸が開口部１２ａと反対側、言い
換えればコネクタ部１１側を向くように形成しても良いし、図３（ａ）に示すように、曲
線の凸が、開口部１２ａ側、言い換えればコネクタ部１１側と反対側を向くように形成し
ても良い。
【００４５】
　さらに、溶接軌跡Ｓ１を曲線で形成するといった場合、図３（ｂ）に示すように、溶接
軌跡Ｓ１を波状に、すなわち、曲線の凸が複数形成される、又は曲線の変曲点が複数設け
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られる曲線により、形成する態様も包含する。
【００４６】
（第２の態様－複数の直線）
　図２に示すように、圧着端子１０において、重ね合わせ部Ｔｅにおける溶接軌跡Ｓ２を
、Ｖ字状の複数の直線により形成する。この場合、図２に示すように、圧着端子１０の軸
方向に対して左右端部から、頂点が開口部１２ａと反対側、言い換えればコネクタ部１１
側に向くようにＶ字状に２本の直線で溶接軌跡Ｓ２を形成したものである。
【００４７】
　溶接軌跡Ｓ２におけるＶ字の頂点を重ね合わせ部Ｔｅのコネクタ側１１の端に合わせて
しまうと、折れの起点になる可能性があるため、当該頂点を離した方が好ましい。つまり
、板材が２枚から１枚に変化する点と溶接による端子基材の物性の変化点が重なって折れ
の起点になる虞があるため、溶接軌跡Ｓ２におけるＶ字の頂点を離すことで、折れにくく
することができる。
【００４８】
　溶接軌跡Ｓ２を複数の直線で形成する他の態様として、図３（ｃ）～（ｆ）がある。図
３（ｃ）は、図２に示す態様のＶ字の頂点が、逆向きに形成された態様であって、圧着端
子１０の軸方向に対して左右端部から、頂点が開口部１２ａ側、言い換えればコネクタ部
１１と反対側に向くようにＶ字状に２本の直線で溶接軌跡Ｓ２を形成したものである。
【００４９】
　図３（ｄ）は、重ね合わせ部Ｔｅにおいて、圧着端子１０の軸方向に対して左右端部か
ら２本の直線により、Ｘ状に溶接軌跡Ｓ２を形成したものである。
【００５０】
　また、図３（ｅ）は、図中に矢印で番号を付して示すように、溶接軌跡Ｓ２は、左右端
部から突き合わせ部Ｔｃまでに、レーザを２回掃引したものであり、実質的に２本の溶接
軌跡Ｓ２により形成された態様である。
【００５１】
　さらに、図３（ｆ）は、溶接軌跡Ｓ２を、全５本の直線で形成した態様であり、圧着端
子１０の軸方向に対して左右端部から、それぞれ軸方向と直交する方向に掃引した軌跡Ｓ
２１，Ｓ２２と、この軌跡Ｓ２１，Ｓ２２の先端から、軸方向に向かって突出した軌跡Ｓ
２３，Ｓ２４と、この軌跡Ｓ２３，Ｓ２４の先端を繋ぐように、軸方向と直交する方向に
形成された軌跡Ｓ２５とから形成される。すなわち、この態様では、溶接軌跡Ｓ２の中央
部に、開口部１２ａ側に突出した凸状部が形成されたものである。なお、この凸状部の突
出方向としては、図３（ｆ）に示す開口部１２ａ側に向けたものに限られず、開口部１２
ａと反対側、すなわち、コネクタ部１１側に突出した態様も包含する。
【００５２】
（第３の態様－断続的に形成される線）
　第３の態様を、図４（ａ）又は（ｂ）に示す。図２及び図３（ｃ）～（ｅ）に示した態
様は、複数の直線が連続的に形成された例を示すものであるが、第３の態様として示す例
は、図４（ａ）又は（ｂ）に示すように、複数の線が断続的に、すなわち、各々の線がそ
れぞれ間隔を設けて形成されるものである。
【００５３】
　具体的には、図４（ａ）に示すように、従来と同様に、重ね合わせ部Ｔｅにおいて、溶
接軌跡Ｓ３を圧着端子１０の軸方向に対して左右端部から直線状に形成した上で、さらに
、軸方向にずれた箇所に、圧着端子１０の軸方向に対して左右方向に、溶接軌跡Ｓ４，Ｓ
５として、分割した直線を２本形成する。
【００５４】
　なお、この左右方向に連続的に形成された溶接軌跡Ｓ３と、分割して２本形成された溶
接軌跡Ｓ４，Ｓ５との、圧着端子１０の軸方向に対する位置関係は、図４（ａ）に示す態
様と逆であっても良い。すなわち、図４（ａ）では、上述の通り、溶接軌跡Ｓ３がコネク
タ部１１側に設けられ、溶接軌跡Ｓ４，Ｓ５が開口部１２ａ側に設けられているが、溶接
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軌跡Ｓ３を開口部１２ａ側に設け、溶接軌跡Ｓ４，Ｓ５をコネクタ部１１側に設けてもよ
い。
【００５５】
　また、断続的に形成される線に含まれる他の態様として、図４（ｂ）に示すように、溶
接軌跡Ｓ６が、圧着端子１０の軸方向に対して左右方向に、破線状またはドット状に形成
されるものも含まれる。この場合、レーザ溶接機からレーザをパルス状に照射することで
、破線状又はドット状の線を形成することが可能である。
【００５６】
（第１の態様～第３の態様の作用効果）
　以上示した第１の態様～第３の態様の圧着端子の作用効果は次の通りである。
　圧着端子１０の溶接軌跡Ｓ１又はＳ２は、曲線又は複数の直線により形成される。これ
により、重ね合わせ部Ｔｅに係る荷重を圧着端子の軸方向に分散させることができる。そ
のため、従来、圧着端子の軸方向に対して左右に一本の直線状に形成された溶接軌跡の場
合のように、溶接軌跡が折れ線となってトランジッション部に首折れが生じるようなこと
を防ぐことができる。
【００５７】
　具体的には、重ね合わせ部Ｔｅにおける溶接軌跡Ｓ１を、図１に示すようにＵ字状の曲
線で形成することにより、トランジッション部１３において溶接の熱影響を受ける部分を
、圧着端子１０の軸方向に均等に配置することができる。したがって、従来のように、端
子の軸方向左右に直線上に溶接軌跡を形成するのに比較して、圧着端子が局部的に強度低
下させるようなことがなく、被覆導線の導体部分の確実な防水が可能になる。
【００５８】
　また、図２に示すように、溶接軌跡Ｓ２をＶ字で形成することで、溶接軌跡を圧着端子
の軸方向に分散させることができる。したがって、端子の軸方向左右に直線上に溶接軌跡
を形成するのに比較して、圧着端子の強度を局部的に低下させるようなことがなく、被覆
導線の導体部分への水分の侵入を適切に防止することが可能になる。
【００５９】
　図３（ａ）～（ｄ）及び（ｆ）に示したパターンにおいても、溶接軌跡を曲線又は複数
の直線により形成することで、溶接軌跡を圧着端子の軸方向に範囲を拡げることで、重ね
合わせ部に係る荷重を圧着端子の軸方向に分散させることができる。したがって、端子の
軸方向左右に直線上に溶接軌跡を形成するのに比較して、圧着端子の強度を局部的に低下
させるようなことがなく、被覆導線の導体部分への水分の侵入を適切に防止することが可
能になる。
【００６０】
　図３（ｅ）に示す態様は、左右端部から中央の突き合わせ部Ｔｃまでに、レーザを２回
掃引して、実質的に２本の溶接軌跡Ｓ２により形成することで、重ね合わせ部Ｔｅに対す
る熱影響を抑え、トランジッション部１３に局部的に強度が低い部分が形成されるのを抑
えたものである。すなわち、連続的にレーザを掃引せず、左右端部からそれぞれ掃引する
ことで、重ね合わせ部Ｔｅに対する熱影響が断続的になって、一方の端部から中央に掃引
されたレーザの熱影響が他方の端部から中央に掃引されるレーザの熱影響と、時間的に分
離される。これにより、重ね合わせ部Ｔｅに対する熱影響を抑えることができるものであ
る。
【００６１】
　以上のような本態様によれば、圧着端子１０の強度低下や変形を抑制しつつ、被覆導線
の導体部分への水分の侵入を適切に抑制した圧着端子１０を提供することができる。
【００６２】
（第４の態様－封止形状の改良（１））
　第４の態様は、図１又は図２に示した溶接軌跡を曲線又は連続的な複数の直線により形
成した圧着端子１０の改良として、図５及び図６に示すように、圧着端子の圧着部とトラ
ンジッション部との境界に当たる傾斜部分の形状を変更した例である。
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【００６３】
　図５（ａ）及び（ｂ）は、溶接軌跡Ｓ７を、図１と同様に、コネクタ部２１側に凸を有
する曲線で形成したものであるが、この圧着端子２０では、圧着部２２とトランジッショ
ン部２３との境界に当たる、傾斜部２４の立上り部分が、図中に破線で示すように、溶接
軌跡Ｓ７の掃引形状に合わせて曲形状を成すように、圧着部２２を潰してトランジッショ
ン部２３を形成している。なお、図５（ｂ）は、トランジッション部２３とコネクタ部２
１との境界に当たる突き合わせ界面Ｔｃの端部Ｅ側の形状も、溶接軌跡Ｓ７の形状に合わ
せて湾曲形状に形成した例を示すものである。
【００６４】
　また、図６は、溶接軌跡Ｓ８を、図２と同様に、コネクタ部３１側に頂点を有するＶ字
状で形成したものであるが、この圧着端子３０では、圧着部３２とトランジッション部３
３との境界に当たる、傾斜部３４の立上り部分が、図中に破線で示すように、溶接軌跡Ｓ
８の掃引形状に合わせてＶ字状を成すように、圧着部３２を潰してトランジッション部３
３を形成している。
【００６５】
　なお、図５又は図６に示す態様では、図１又は図２の態様の説明においても言及したよ
うに、溶接軌跡Ｓ７の曲線の凸の向き、溶接軌跡Ｓ８のＶ字の頂点の向きを逆、すなわち
、曲線の凸が開口部２２ａ側に向き、Ｖ字の頂点が開口部３２ａ側に向いた態様も包含す
る。この場合は、圧着部とトランジッション部との境界に当たる、傾斜部の立上り部分が
、この溶接軌跡の掃引形状に合わせた形状を成すように、圧着部を潰してトランジッショ
ン部を形成する。
【００６６】
　以上のような第４の態様の圧着端子２０又は３０では、重ね合わせ部Ｔｅにおいて溶接
軌跡を、曲線又は複数の直線により形成することで、上記の態様１～３と同様、溶接軌跡
を圧着端子の軸方向に分散させることができる。したがって、端子の軸方向左右に直線上
に溶接軌跡を形成するのに比較して、圧着端子の強度を局部的に低下させるようなことが
なく、被覆導線の導体部分への水分の侵入を適切に防止することが可能になる。
【００６７】
　また、端子のサイズが小さいほど溶接軌跡を圧着端子軸方向に分散させるだけのスペー
スを確保しにくくなるが、第４の態様の圧着端子２０又は３０であれば、重ね合わせ部Ｔ
ｅを電線挿入口（開口部２２ａ、３２ａ）側に形成することも可能となる。つまり、溶接
の始点と終点を電線挿入口（開口部２２ａ、３２ａ）側に持っていくことにより、電線の
芯線が収まるスペースを確保したまま、端子のサイズを小さくすることができる。
【００６８】
　また、本態様の圧着端子２０又は３０では、圧着部２２，３２とトランジッション部２
３，３３の境界の形状を、溶接軌跡に合わせて形成することで、圧着端子の密閉性を確保
しつつ、すっきりした外観の端子を提供することができる。
【００６９】
（第５の態様－封止形状の改良（２））
　第５の態様は、図５又は図６に示した圧着端子２０又は３０の改良として、図７に示す
ように、圧着端子４０は、圧着端子４０のコネクタ部４１とトランジッション部４３との
境界の形状に変更を加えた例である。なお、圧着端子４０の溶接軌跡Ｓ８は、図７では曲
線で示しているが、これは代表的な態様を示すものであり、上述の第１～第３の態様のい
ずれのパターンによって溶接軌跡を形成することも可能である。
【００７０】
　圧着端子４０における、コネクタ部４１とトランジッション部４３との境界の形状に変
更は以下の２点である。
【００７１】
　一点は、重ね合わせ部Ｔｅよりコネクタ部４１側の板材が立ち上がった壁部Ｔｆが、コ
ネクタ部４１側から突き合わせ界面Ｔｃの端部Ｅに向かって、板材が立設した状態から板
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材の縁部が突き合わされる状態へ移行し、これにより折返し部Ｔｇが形成される。この折
返し部Ｔｇを形成する板材の傾斜面Ｔｈは、外側から内側へ緩やかな傾斜をなしている。
また、この折返し部Ｔｇも上下の板材が密着しない中空を形成している。
【００７２】
　もう一点は、トランジッション部４３における重ね合わせ部Ｔｅのコネクタ部１１側が
、図中に破線で示すように、溶接軌跡Ｓ８に沿うように、湾曲状に立ち上げて形成した点
である。すなわち、図７の説明において示したように、曲げ加工により、トランジッショ
ン部４３及び重ね合わせ部Ｔｅを形成するに当たって、重ね合わせ部Ｔｅのコネクタ部４
１側を湾曲状に押し潰し、上下の板材を密着させて形成するものである。このような曲げ
加工により、押し潰される重ね合わせ部Ｔｅの面積が減少し、トランジッション部４３に
おいて折り曲げた板材の間に中空を設け、上下の板材が密着していない膨らみ部Ｔｉが形
成される。また、この膨らみ部Ｔｉは、重ね合わせ部Ｔｅ側から前述の折返し部Ｔｇへ向
かって、トランジッション部４３が徐々に厚みを増すように傾斜を成すように形成されて
いる。
【００７３】
　以上のような第５の態様の圧着端子４０では、トランジッション部４３において、曲げ
加工により押し潰された重ね合わせ部Ｔｅの範囲を減少させる一方で、折り曲げた板材の
間に中空状の折返し部Ｔｇ又は膨らみ部Ｔｉが設けられることで、トランジッション部４
３の強度を高めることができる。したがって、端子の軸方向左右に直線上に溶接軌跡を形
成するのに比較して、圧着端子の強度を局部的に低下させるようなことがなく、被覆導線
の導体部分への水分の侵入を適切に防止することが可能になる。
【００７４】
［３．他の実施形態］
　本発明は、上記実施形態に開示した態様に限られず、例えば、以下の態様も包含する。
　上記の各態様においては、圧着端子の重ね合わせ部Ｔｅにおいて、圧着端子の軸方向に
対して左右方向の端部から端部まで、レーザ溶接の軌跡を渡るように形成したが、本発明
では、左右端部から所定の範囲はレーザ溶接せず、中央部分だけをレーザ溶接する態様も
含む。
【００７５】
　すなわち、重ね合わせ部Ｔｅにおいて、軸方方向に対して左右端部は、圧着端子を形成
する素材の肉厚部分となっており、壁部が形成されている。この壁部は、溶接により封止
する必要がない。したがって、この左右端部の肉厚部分を除いてレーザ溶接を施したとし
ても、密閉性に影響はない反面、溶接範囲が狭くなるため、トランジッション部における
レーザ溶接の熱影響による強度の低下を防ぐことが可能となる。
【００７６】
　また、本発明では、重ね合わせ部Ｔｅの断面形状が、必ずしも平坦である場合に限らず
、図９（ａ）～（ｈ）及び図１０（ａ）～（ｃ）に示すような複雑な断面形状を採用して
もよい。
【００７７】
　具体的に、図９（ａ）に示す断面形状５５ａは、例えば軸方向に対して左右端部近傍を
押し潰すことで、重ね合わせ部Ｔｅの表面５０に凹部５５ａａが形成された形状である。
図９（ｂ）に示す断面形状５５ｂは、軸方向に対する左右端部において、重ね合わせ部Ｔ
ｅの表面５０から突出した凸部５５ｂａが形成された形状である。図９（ｃ）に示す断面
形状５５ｃは、軸方向に対して左右端部の外側に向けて、重ね合わせ部Ｔｅの表面５０か
ら突出した凸部５５ｂａが形成された形状である。図９（ｄ）に示す断面形状５５ｄは、
軸方向に対する左右端部において、重ね合わせ部Ｔｅの突き合わせ界面Ｔｃが形成された
表面５０ａから突出した凸部５５ｂｃが形成された形状である。図９（ｅ）に示す断面形
状５５ｅは、重ね合わせ部Ｔｅの突き合わせ界面Ｔｃが形成された表面５０ａに対して、
軸方向に対する左右端部が盛り上がった盛り上がり部５５ｅａが形成された形状である。
図９（ｆ）に示す断面形状５５ｆは、軸方向に対する左右端部５５ｆａと重ね合わせ部Ｔ
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ｅの突き合わせ界面Ｔｃとが盛り上がった略Ｗ字形状である。図９（ｇ）に示す断面形状
５５ｇは、重ね合わせ部Ｔｅに相当する板条５１の一部をオーバーラップさせて曲げ加工
したオーバーラップ部５２が形成された形状である。図９（ｈ）は、軸方向に対する左右
端部５５ｆａに対して突き合わせ界面Ｔｃが盛り上がった形状である。
【００７８】
　図１０（ａ）に示す断面形状５５ｉは、例えば重ね合わせ部Ｔｅの表面５０のうち、突
き合わせ界面Ｔｃ側の表面５０ａを押し潰すことで、表面５０ａに対して左右端部に盛り
上がり部５５ｉａが形成された略コ字形状である。図１０（ｂ）に示す断面形状５５ｊは
、例えば上述した断面形状５５ｉと同様に重ね合わせ部Ｔｅの突き合わせ側から板材を押
し潰すことで、突き合わせ界面Ｔｃに対して左右端部が盛り上がった盛り上がり部５５ｊ
ａが形成された略Ｕ字形状である。ここで、断面形状５５ｉにおいて突き合わせ界面Ｔｃ
の周囲が平面（表面５０ａ）となっているのに対して、断面形状５５ｊは、突き合わせ界
面Ｔｃの周囲が平面ではなく、突き合わせ界面Ｔｃを起点して盛り上がり部５５ｊａ側に
盛り上がっている点で異なる。図１０（ｃ）に示す断面形状５５ｋは、例えば、重ね合わ
せ部Ｔｅにおいて突き合わせ界面Ｔｃが形成されていない表面から突き合わせ界面Ｔｃ側
に押し潰すことにより、左右端部５５ｋａから突き合わせ界面Ｔｃが直線的に盛り上がっ
た略Ｖ字形状である。
【００７９】
　上記の図９（ａ）～（ｈ）及び図１０（ａ）～（ｃ）に示すような断面形状であっても
、曲線、複数の直線又は断続的に形成される線を、溶接軌跡とすることで、圧着端子の強
度を局部的に低下させるようなことがなく、被覆導線の導体部分への水分の侵入を適切に
防止するように、溶接することができる。
【００８０】
　また、本発明では、重ね合わせ部Ｔｅの幅方向の端部、つまり軸方向に対する左右端部
側において、板条の板厚だけ隙間を空けた位置から溶接を開始することが好ましい。この
ような位置から溶接を開始することで、当該端部を溶接しないので強度の低下を抑えるこ
とができる。また、板条が略１８０°曲げられた内側から溶接することとなるため、止水
性も確保することができる。
【００８１】
　また、本発明では、重ね合わせ部Ｔｅにおいてビード幅ができるだけ狭くなるように溶
接することで、溶接の熱影響によって強度が低下することを抑えることができる。
【００８２】
　また、本発明では、重ね合わせ部Ｔｅの表面を溶接する代わりに、電線挿入口である開
口部から重ね合わせ部Ｔｅへレーザを照射することにより溶接することが好ましい。つま
り、貫通溶接が生じうるような重ね合わせ部Ｔｅの表面を溶接した場合と比べて、強度低
下を抑えることができる。
【００８３】
　また、本発明では、重ね合わせ部Ｔｅにおいて、圧着端子の軸方向に対して左右の端部
のいずれか一端から１本の直線により溶接軌跡を形成してもよい。つまり、図３（ｄ）に
示した２本の溶接軌跡のうち、いずれか１本の溶接軌跡を形成してもよい。また、本発明
では、重ね合わせ部Ｔｅにおいて、チェック模様となるような溶接軌跡を形成してもよい
。さらに、本発明では、重ね合わせ部Ｔｅにおいて、圧着端子１０の軸方向に対して左右
端部を始点及び終点とした略Ｗ状の溶接軌跡Ｓ２を形成してもよい。
【００８４】
　また、本発明では、トランジッション部Ｔｄにおいて溶接軌跡が形成される部分だけ板
材を押し潰して密着させることで、重ね合わせ部Ｔｅを形成するようにしてもよい。例え
ば、上述したＶ字状に２本の直線で溶接軌跡を形成する態様では、図１１（ａ）に示すよ
うに、トランジッション部Ｔのうち、溶接軌跡Ｓ９を囲む破線部分だけ板材を押し潰して
密着させることで、重ね合わせ部Ｔｅを形成してもよい。また、溶接後のトランジッショ
ン部Ｔｄには、図１１（ｂ）に示すように、溶接部６１の周辺の板材が押し潰されず膨ら
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みをもった膨らみ部６２が形成されてもよい。
【００８５】
　また、本発明では、図１２に示すように、軸方向と直交する方向に掃引される軌跡の一
部を、途中で折り返してもよい。すなわち、図１２（ａ）に示す溶接軌跡Ｓ１０のように
、軸方向に対する左右端部から軸方向に向かって突き合わせ界面Ｔｃ手前まで掃引した軌
跡Ｓ１０ａ、Ｓ１０ｂと、軌跡Ｓ１０ａ及び軌跡１０ｂの先端でそれぞれ掃引方向を折り
返して略半円を描くように掃引して開口部１２ａ側の突き合わせ界面Ｔｃで接続される軌
跡Ｓ１０ｃ、Ｓ１０ｄとから構成されてもよい。
【００８６】
　また、図１２（ｂ）に示す溶接軌跡Ｓ１１のように、軸方向に対する左右端部から軸方
向に向かって突き合わせ界面Ｔｃ手前まで掃引した軌跡Ｓ１１ａ、Ｓ１１ｂと、軌跡Ｓ１
１ａ及び軌跡１１ｂの先端でそれぞれ掃引方向を折り返して開口部１２ａ側に突出した軌
跡Ｓ１１ｃ、１１ｄと、軌跡Ｓ１１ｃ及びＳ１１ｄの先端を繋ぐように軸方向と直交する
方向に掃引された軌跡Ｓ１１ｅとから構成されてもよい。
【００８７】
　図１２（ａ）及び図１２（ｂ）に示す溶接軌跡Ｓ１０及びＳ１１は、その中央部に、開
口部１２ａ側に突出した凸状部が形成されたものとなる。なお、この凸状部の突出方向と
しては、図１２（ａ）及び図１２（ｂ）に示す開口部１２ａ側に向けたものに限られず、
開口部１２ａと反対側、すなわち、コネクタ部１１側に突出した態様も包含する。
【００８８】
　なお、上記実施形態では、アルミニウム芯線を圧着端子に圧着接続した例をとって説明
しているが、本発明の溶接軌跡の工夫は、このような例に限らず、例えば、銅芯線を圧着
端子に圧着接続する場合にも採用することが可能である。また、上記実施形態では、圧着
端子及びワイヤハーネスを例にとって説明しているが、本発明の溶接軌跡の工夫は、圧着
端子に限らず、バスバーなどの板材の端子を接続してレーザ溶接を行う場合にも採用する
ことが可能である。
【符号の説明】
【００８９】
１０，２０，３０，ＳＴ…圧着端子
１１，２１，３１，Ｔｂ…コネクタ部
１２，２２，３２…圧着部
１２ａ，２２ａ，３２ａ…開口部
１３，２３，３３…トランジッション部
２４…傾斜部
Ｃ１，Ｃ２…キャリア部
ＣＳ…板条
Ｄ…ピッチ
Ｈ…穴
Ｓ１～Ｓ８，Ｓ２１～Ｓ２５…溶接軌跡
Ｔ１，Ｔ２，Ｔ３…連鎖端子
Ｔａ…圧着部
Ｔｃ…突き合わせ界面
Ｔｄ…トランジッション部
Ｔｅ…重ね合わせ部
Ｔｆ…壁部
Ｔｇ…折返し部
Ｔｈ…傾斜面
Ｔｉ…膨らみ部
【要約】
【課題】局部的な強度低下や変形を抑制しつつ、被覆導線の導体部分への水分の侵入を適
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切に抑制した端子、圧着端子、ワイヤハーネス及び圧着端子の製造方法を提供する。
【解決手段】圧着端子１０は、トランジッション部１３に形成される重ね合わせ部Ｔｅに
おいて、レーザ溶接を行う場合の溶接軌跡に特徴を有するものである。すなわち、本実施
形態の圧着端子１０の重ね合わせ部Ｔｅにおけるレーザ溶接の溶接軌跡は、曲線、複数の
直線又は断続的に形成される線よりなる。
【選択図】図１

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】

【図１３】
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