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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被取付体上の直線状の配索経路に敷設される電線束と、この電線束を前記配索経路に整
合する直線状に支持する電線支持部材と、を備え、
　前記電線支持部材は、
　中空部の延在方向が前記配索経路の延在方向に一致するように裁断されて、その一方の
面の上に前記電線束が載置される第１のプラスチック段ボールシートと、
　該第１のプラスチック段ボールシート上の前記電線束の上を横断すると共に前記電線束
の両側にはみ出した両端部が前記第１のプラスチック段ボールシートの表面に面接触可能
な寸法に裁断された第２のプラスチック段ボールシートと、を備え、
　前記第１のプラスチック段ボールシートとの間に前記電線束を挟んだ状態に前記第１の
プラスチック段ボールシートの上に配置した前記第２のプラスチック段ボールシートの前
記両端部を前記第１のプラスチック段ボールシートの表面に面接触するように固定するこ
とで、前記第１のプラスチック段ボールシート上に載置された前記電線束を前記第１のプ
ラスチック段ボールシートに固定することを特徴とするワイヤハーネス。
【請求項２】
　被取付体上の直線状の配索経路に敷設される電線束と、この電線束を前記配索経路に整
合する直線状に支持する電線支持部材と、を備え、
　前記電線支持部材は、
　中空部の延在方向が前記配索経路の延在方向に一致するように裁断されて、その一方の
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面の上に前記電線束が載置される第１のプラスチック段ボールシートと、
　該第１のプラスチック段ボールシート上の前記電線束の上を横断すると共に前記電線束
の両側にはみ出した両端部が前記第１のプラスチック段ボールシートの表面に面接触可能
な寸法に裁断された第２のプラスチック段ボールシートと、を備え、
　前記第１のプラスチック段ボールシートとの間に前記電線束を挟んだ状態に前記第１の
プラスチック段ボールシートの上に配置した前記第２のプラスチック段ボールシートの前
記両端部を前記第１のプラスチック段ボールシートに溶着させることで、前記第１のプラ
スチック段ボールシート上に載置された前記電線束を前記第１のプラスチック段ボールシ
ートに固定することを特徴とするワイヤハーネス。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載のワイヤハーネスにおいて、
　前記電線支持部材を前記配索経路に固定する固定手段をさらに備え、
　前記固定手段は、被取付体上の配索経路に載置される前記第１のプラスチック段ボール
シートの一面に埋設状態に固定される基端部と、該基端部から延出して前記配索経路上の
取付穴に挿入されると該取付穴に係合する係止爪と、を備えたクランプであることを特徴
とするワイヤハーネス。
【請求項４】
　プラスチック段ボールシートを中空部の延在方向が配索経路の延在方向に一致するよう
に裁断して電線支持部材とし、
　前記配索経路に固定する固定手段としてのクランプを前記裁断前または前記裁断後に取
付け、
　前記電線支持部材の一方の面の上に電線束を載置し、
　前記電線束を前記配索経路に整合する直線状に前記電線支持部材に支持したことを特徴
とするワイヤハーネスの製造方法。
【請求項５】
　前記プラスチック段ボールシート上の前記電線束の上を横断し、且つ、前記電線束の両
側にはみ出した両端部が前記プラスチック段ボールシートの表面に面接触可能な寸法にも
う１つのプラスチック段ボールシートを裁断し、
　前記もう１つのプラスチック段ボールシートの両端部は、それぞれ溶着させることで、
前記電線支持部材に固定することを特徴とする請求項４に記載のワイヤハーネスの製造方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被取付体上の直線状の配索経路に組み付けられるワイヤハーネスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　車両の車体に配索されるワイヤハーネスは、車体への組み付け作業性の向上や、電線の
保護を目的として、ワイヤハーネスを構成する電線束を、スパイラルチューブやコルゲー
トチューブ、あるいは樹脂製スリーブ等の外装材に収容支持した構造とすることが多い。
【０００３】
　しかし、これらのスパイラルチューブやコルゲートチューブ、あるいは樹脂製スリーブ
等の外装材は、比較的に高額であり、ワイヤハーネスの高額化を招く要因となった。
【０００４】
　そこで、下記特許文献１では、組み付け作業性が良好で、且つ安価なワイヤハーネスと
して、図６に示すワイヤハーネスを開示している。
【０００５】
　このワイヤハーネス１００は、電線束１１０を、一対の片面粘着シート１２０で挟んで
支持する。
【０００６】
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　片面粘着シート１２０は、ＰＰ（ポリプロピレン）発泡材からなるシート基材１２１と
、このシート基材１２１の表面に積層される表面材１２２と、シート基材１２１の裏面に
積層される粘着剤層１２３と、を備えた３層構造のものである。
【０００７】
　電線束１１０を挟む一対の片面粘着シート１２０は、互いの粘着剤層１２３を対向させ
て配置され、面接触する互いの粘着剤層１２３相互の接着により、電線束１１０を保持す
る。
【０００８】
　また、一方（図６では、下側）の片面粘着シート１２０には、クランプ１３０を支持す
るクランプ取付穴１２５が貫通形成されている。
【０００９】
　クランプ１３０は、クランプ取付穴１２５よりも大径の板状に形成された基端部１３１
と、この基端部１３１から延出する係止片部１３２と、を備えている。係止片部１３２は
、クランプ取付穴１２５を挿通可能な中心軸部１３２ａと、この中心軸部１３２ａの先端
から基端側に斜めに延出した係止爪１３２ｂと、を具備したものである。係止爪１３２ｂ
は、クランプ取付穴１２５を通過する際には、中心軸部１３２ａ側に撓み変形してクラン
プ取付穴１２５を通過し、クランプ取付穴１２５を通過すると、撓みが戻って、係止爪１
３２ｂの先端がクランプ取付穴１２５よりも外側に広がる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２０１２－１６１２３４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　ところが、特許文献１のワイヤハーネス１００の場合、片面粘着シート１２０の剛性が
乏しいため、ワイヤハーネス自体では直線形状を維持することができず、例えば、車体の
垂直壁部や天井部に設定された直線状の配索経路に組み付ける際、一端側を配索経路上に
押さえ付けても、他端側が垂れ下がって配索経路から離れてしまい、組み付けが難しいと
いう問題が生じる。
【００１２】
　そこで、本発明の目的は、上記課題を解消することに係り、直線状の配索経路への組み
付けを容易にすることができ、しかも、安価に製造することができるワイヤハーネス及び
ワイヤハーネス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】
【００１３】
　本発明の前述した目的は、下記の構成により達成される。
　（１）　被取付体上の直線状の配索経路に敷設される電線束と、この電線束を前記配索
経路に整合する直線状に支持する電線支持部材と、を備え、
　前記電線支持部材は、
　前記中空部の延在方向が前記配索経路の延在方向に一致するように裁断されて、その一
方の面の上に前記電線束が載置される第１のプラスチック段ボールシートと、
　該第１のプラスチック段ボールシート上の前記電線束の上を横断すると共に前記電線束
の両側にはみ出した両端部が前記第１のプラスチック段ボールシートの表面に面接触可能
な寸法に裁断された第２のプラスチック段ボールシートと、を備え、
　前記第１のプラスチック段ボールシートとの間に前記電線束を挟んだ状態に前記第１の
プラスチック段ボールシートの上に配置した前記第２のプラスチック段ボールシートの前
記両端部を前記第１のプラスチック段ボールシートの表面に面接触するように固定するこ
とで、前記第１のプラスチック段ボールシート上に載置された前記電線束を前記第１のプ
ラスチック段ボールシートに固定することを特徴とするワイヤハーネス。
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【００１４】
　（２）　被取付体上の直線状の配索経路に敷設される電線束と、この電線束を前記配索
経路に整合する直線状に支持する電線支持部材と、を備え、
　前記電線支持部材は、
　中空部の延在方向が前記配索経路の延在方向に一致するように裁断されて、その一方の
面の上に前記電線束が載置される第１のプラスチック段ボールシートと、
　該第１のプラスチック段ボールシート上の前記電線束の上を横断すると共に前記電線束
の両側にはみ出した両端部が前記第１のプラスチック段ボールシートの表面に面接触可能
な寸法に裁断された第２のプラスチック段ボールシートと、を備え、
　前記第１のプラスチック段ボールシートとの間に前記電線束を挟んだ状態に前記第１の
プラスチック段ボールシートの上に配置した前記第２のプラスチック段ボールシートの前
記両端部を前記第１のプラスチック段ボールシートに溶着させることで、前記第１のプラ
スチック段ボールシート上に載置された前記電線束を前記第１のプラスチック段ボールシ
ートに固定することを特徴とするワイヤハーネス。
【００１６】
　（３）　上記（１）又は上記（２）に記載のワイヤハーネスにおいて、
　前記電線支持部材を前記配索経路に固定する固定手段をさらに備え、
　前記固定手段は、被取付体上の配索経路に載置される前記プラスチック段ボールシート
の一面に埋設状態に固定される基端部と、該基端部から延出して前記配索経路上の取付穴
に挿入されると該取付穴に係合する係止爪と、を備えたクランプであることを特徴とする
ワイヤハーネス。
　（４）　プラスチック段ボールシートを中空部の延在方向が配索経路の延在方向に一致
するように裁断して電線支持部材とし、
　前記配索経路に固定する固定手段としてのクランプを前記裁断前または前記裁断後に取
付け、
　前記電線支持部材の一方の面の上に電線束を載置し、
　前記電線束を前記配索経路に整合する直線状に前記電線支持部材に支持したことを特徴
とするワイヤハーネスの製造方法。
　（５）　前記プラスチック段ボールシート上の前記電線束の上を横断し、且つ、前記電
線束の両側にはみ出した両端部が前記プラスチック段ボールシートの表面に面接触可能な
寸法にもう１つのプラスチック段ボールシートを裁断し、
　前記もう１つのプラスチック段ボールシートの両端部は、それぞれ溶着させることで、
前記電線支持部材に固定することを特徴とする上記（４）に記載のワイヤハーネスの製造
方法。
【００１７】
　上記（１）又は上記（２）の構成によれば、電線束を直線状に支持する電線支持部材に
使用するプラスチック段ボールシートは、中空部の延在方向に高い剛性を持つ。そのため
、例えば、車体の垂直壁部や天井部に設定された直線状の配索経路に組み付ける際、ワイ
ヤハーネスの略全長を直線状に保ったまま配索経路に位置決めすることができ、直線状の
配索経路への組み付けを容易にすることができる。しかも、プラスチック段ボールシート
は、例えばコルゲートチューブやウレタン製の外装材と比較して安価であるため、ワイヤ
ハーネスを安価に製造することができる。
【００１８】
　加えて、上記（１）又は上記（２）の構成によれば、第１のプラスチック段ボールシー
トとの間に電線束を挟む第２のプラスチック段ボールシートは、第１のプラスチック段ボ
ールシートと面接触する両端部が第１のプラスチック段ボールシートに溶着されて、第２
のプラスチック段ボールシート自体がしっかりと第１のプラスチック段ボールシートに固
定されると共に、電線束をしっかりと第１のプラスチック段ボールシートに固定すること
ができる。
【００１９】
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　そして、第２のプラスチック段ボールシートを第１のプラスチック段ボールシートとは
別体とすることで、これらの第１のプラスチック段ボールシート及び第２のプラスチック
段ボールシートは、何れも、裁断形状が単純な長方形になり、大型のプラスチック段ボー
ルシートから板取りする際の歩留まりを向上させることができる。
【００２２】
　上記（３）の構成によれば、電線束を支持しているプラスチック段ボールシートの一面
を被取付体上の配索経路に押し当てて、前記一面に突出しているクランプの係止爪を、配
索経路に装備されている取付穴に係合させると、ワイヤハーネスが被取付体上の配索経路
に固定された状態になる。即ち、ワイヤハーネスの被取付体上の配索経路への組み付け作
業は、プラスチック段ボールシートの一面を被取付体上の配索経路に押し当てる操作だけ
で済み、組み付け作業を容易にすることができる。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によるワイヤハーネス及びワイヤハーネスの製造方法によれば、直線状の配索経
路への組み付けを容易にすることができ、しかも、安価に製造することができる。
【００２４】
　以上、本発明について簡潔に説明した。更に、以下に説明される発明を実施するための
形態（以下、「実施形態」という。）を添付の図面を参照して通読することにより、本発
明の詳細は更に明確化されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】図１は本発明に係るワイヤハーネスの第１実施形態の平面図である。
【図２】図２は図１に示したワイヤハーネスの要部の拡大斜視図である。
【図３】図３は図１に示したワイヤハーネスの裏面図である。
【図４】図４は本発明に係るワイヤハーネスの第２実施形態の斜視図である。
【図５】図５は図４に示したプラスチック段ボールシートの正面図である。
【図６】図６は従来のワイヤハーネスの構成を示す横断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、本発明に係るワイヤハーネスの好適な実施形態について、図面を参照して詳細に
説明する。
【００２７】
［第１実施形態］
　図１～図３は本発明に係るワイヤハーネスの第１実施形態を示したもので、図１は本発
明の第１実施形態のワイヤハーネスの平面図、図２は図１に示したワイヤハーネスの要部
の拡大斜視図、図３は図１に示したワイヤハーネスの裏面図である。
【００２８】
　この第１実施形態のワイヤハーネス１は、不図示の被取付体上の直線状の配索経路に敷
設される電線束１０と、この電線束１０を配索経路に整合する直線状に支持する電線支持
部材２０と、該電線支持部材２０を前記配索経路に固定する固定手段としてのクランプ３
０と、を備える。
【００２９】
　本実施形態のワイヤハーネス１が組み付けられる被取付体は、例えば、車両の車体パネ
ル等である。また、電線束１０は、複数の電線が平面状に結合されたフラットケーブルで
ある。
【００３０】
　本実施形態における電線支持部材２０には、第１のプラスチック段ボールシート２１と
、複数の第２のプラスチック段ボールシート２２と、を使用している。
【００３１】
　第１のプラスチック段ボールシート２１及び第２のプラスチック段ボールシート２２は
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、所定の離間距離で平行に配列されたプラスチックシート相互を、一定ピッチで配列され
るプラスチック製の仕切り壁あるいは波板で結合した構造のもので、横断面は複数の中空
部が一列に並ぶ構造を成している。このようなプラスチック段ボールシートは、各種の寸
法のものが市販されており、市販のものから選択することができる。
【００３２】
　第１のプラスチック段ボールシート２１は、中空部の延在方向が前記配索経路の延在方
向（図１の矢印Ｘ１方向）に一致するように裁断されて、その一方の面の上に電線束１０
が載置される。電線束１０の長手方向と、第１のプラスチック段ボールシート２１の中空
部の延在方向とは、一致させる。また、図１に示すように、第１のプラスチック段ボール
シート２１の幅寸法Ｗ１は、電線束１０の幅寸法Ｗ２よりも大きく設定されている。
【００３３】
　第２のプラスチック段ボールシート２２は、第１のプラスチック段ボールシート２１と
は別体である。この第２のプラスチック段ボールシート２２は、図２に示すように、第１
のプラスチック段ボールシート２１上の電線束１０の上を横断し、且つ、電線束１０の両
側にはみ出した両端部２２ａが第１のプラスチック段ボールシート２１の表面に面接触可
能な寸法に裁断されている。
【００３４】
　この第２のプラスチック段ボールシート２２は、中空部の延在方向が、第１のプラスチ
ック段ボールシート２１に揃えられている。第２のプラスチック段ボールシート２２は、
第１のプラスチック段ボールシート２１の長さ方向に適宜間隔をあけた複数箇所に、設け
られる。本実施形態では、第２のプラスチック段ボールシート２２の両端部は、それぞれ
２箇所を溶着させることで、第１のプラスチック段ボールシート２１に固定されている。
【００３５】
　本実施形態の場合、第１のプラスチック段ボールシート２１との間に電線束１０を挟ん
だ状態に第１のプラスチック段ボールシート２１の上に配置した第２のプラスチック段ボ
ールシート２２の両端部２２ａを、第１のプラスチック段ボールシート２１に溶着させる
ことで、第１のプラスチック段ボールシート２１上に載置された電線束１０を第１のプラ
スチック段ボールシート２１に固定する。図２及び図３における符号Ｙ１は、それぞれ溶
着箇所を示している。
【００３６】
　クランプ３０は、図６に示したクランプ１３０と同様の構造のもので良く、図示はして
いないが、被取付体上の配索経路に載置される第１のプラスチック段ボールシート２１の
一面（裏面）に埋設状態に固定される基端部と、該基端部から延出して前記配索経路上の
取付穴に挿入されると該取付穴に係合する係止爪と、を備えたものである。
【００３７】
　本実施形態のワイヤハーネス１の場合、電線束１０を直線状に支持する電線支持部材２
０に使用するプラスチック段ボールシート２１，２２は、中空部の延在方向に高い剛性を
持つ。そのため、例えば、車体の垂直壁部や天井部に設定された直線状の配索経路に組み
付ける際、ワイヤハーネス１の略全長を直線状に保ったまま配索経路に位置決めすること
ができ、直線状の配索経路への組み付けを容易にすることができる。しかも、プラスチッ
ク段ボールシート２１，２２は、例えばコルゲートチューブやウレタン製の外装材と比較
して安価であるため、ワイヤハーネス１を安価に製造することができる。
【００３８】
　また、本実施形態のワイヤハーネス１の場合、第１のプラスチック段ボールシート２１
との間に電線束１０を挟む第２のプラスチック段ボールシート２２は、第１のプラスチッ
ク段ボールシート２１と面接触する両端部が第１のプラスチック段ボールシート２１に溶
着されて、第２のプラスチック段ボールシート２２自体がしっかりと第１のプラスチック
段ボールシート２１に固定されると共に、電線束１０をしっかりと第１のプラスチック段
ボールシート２１に固定することができる。
【００３９】
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　そして、本実施形態のワイヤハーネス１では、第２のプラスチック段ボールシート２２
を第１のプラスチック段ボールシート２１とは別体としている。そのため、これらの第１
のプラスチック段ボールシート２１及び第２のプラスチック段ボールシート２２は、何れ
も、裁断形状が単純な長方形になり、大型のプラスチック段ボールシートから板取りする
際の歩留まりを向上させることができる。
【００４０】
　更に、本実施形態のワイヤハーネス１では、電線束１０を支持しているプラスチック段
ボールシート２１の一面（裏面）を被取付体上の配索経路に押し当てて、第１のプラスチ
ック段ボールシート２１の一面に突出しているクランプ３０の係止爪を、配索経路に装備
されている取付穴に係合させると、ワイヤハーネス１が被取付体上の配索経路に固定され
た状態になる。即ち、ワイヤハーネス１の被取付体上の配索経路への組み付け作業は、プ
ラスチック段ボールシート２１の一面を被取付体上の配索経路に押し当てる操作だけで済
み、組み付け作業を容易にすることができる。
【００４１】
［第２実施形態］
　図４及び図５は本発明に係るワイヤハーネス１の第２実施形態を示したもので、図４は
本発明の第２実施形態のワイヤハーネスの斜視図、図５は図４に示したプラスチック段ボ
ールシートの正面図である。
【００４２】
　この第２実施形態のワイヤハーネス１Ａは、不図示の被取付体上の直線状の配索経路に
敷設される電線束１０Ａと、この電線束１０Ａを配索経路に整合する直線状に支持する電
線支持部材としてのプラスチック段ボールシート２５と、該プラスチック段ボールシート
２５を前記配索経路に固定する固定手段としてのクランプ３０と、を備える。
【００４３】
　電線束１０Ａは、フラットケーブルではなく、独立した複数本の電線１１の束である。
【００４４】
　この第２実施形態の場合、電線支持部材としてのプラスチック段ボールシート２５は、
中空部２５ａの延在方向が、配索経路の延在方向に一致するように裁断されている。また
、プラスチック段ボールシート２５は、図５に示すように、複数の中空部２５ａが一列に
並んだ構造である。
【００４５】
　この第２実施形態の場合、電線束１０Ａを構成する複数の電線１１を、図４に示すよう
に、プラスチック段ボールシート２５の中空部２５ａに挿通させることで、電線束１０Ａ
を配索経路に整合する直線状に支持した状態とする。
【００４６】
　第２実施形態におけるクランプ３０は、第１実施形態と同一のもので、プラスチック段
ボールシート２５の一面（裏面）に埋設状態に固定される基端部と、該基端部から延出し
て前記配索経路上の取付穴に挿入されると該取付穴に係合する係止爪と、を備えたもので
ある。
【００４７】
　この第２実施形態のワイヤハーネス１Ａの場合、電線支持部材は、１枚のプラスチック
段ボールシート２５だけで済み、第１実施形態の場合と比較すると、第２のプラスチック
段ボールシート２２が不要になる分、更に軽量化することができる。また、プラスチック
段ボールシート相互の溶着作業も不要になる。また、電線束１０Ａを構成する電線１１が
、プラスチック段ボールシート２５の中空部２５ａに収容されるため、配索経路に位置す
る外部機材が直接電線１１に触れることが無くなり、電線１１に対する保護性能を向上さ
せることができる。
【００４８】
　また、電線束１０Ａを構成する電線１１がプラスチック段ボールシート２５内に収容さ
れるため、ワイヤハーネス１の横断面形状を、単純な平板状にすることができ、狭い配索



(8) JP 6059975 B2 2017.1.11

10

20

30

40

50

スペースに対しても、配索を容易にすることができる。
【００４９】
　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。
【００５０】
　例えば、電線支持部材として使用するプラスチック段ボールシートは、複数の中空部が
上下２段に並ぶ構造のもの、中空部の形状が三角形状のものなども使用可能である。
【００５１】
　また、電線支持部材を被取付体に固定する固定手段は、上記実施形態に示したクランプ
に限らない。固定手段は、例えば、両面粘着テープ等を使用することも可能である。
【００５２】
　ここで、上述した本発明に係るワイヤハーネスの実施形態の特徴をそれぞれ以下［１］
～［４］に簡潔に纏めて列記する。
【００５３】
　［１］　被取付体上の直線状の配索経路に敷設される電線束（１０）と、この電線束（
１０）を前記配索経路に整合する直線状に支持する電線支持部材（２０）と、を備え、
　前記電線支持部材（２０）に、中空部の延在方向が前記配索経路の延在方向に一致する
ように裁断されたプラスチック段ボールシート（２１）を使用したこと、
を特徴とするワイヤハーネス（１）。
【００５４】
　［２］　上記［１］に記載のワイヤハーネス（１）において、
　前記電線支持部材（２０）は、
　前記中空部の延在方向が前記配索経路の延在方向に一致するように裁断されて、その一
方の面の上に前記電線束（１０）が載置される第１のプラスチック段ボールシート（２１
）と、
　該第１のプラスチック段ボールシート（２１）上の前記電線束（１０）の上を横断する
と共に前記電線束（１０）の両側にはみ出した両端部（２２ａ）が前記第１のプラスチッ
ク段ボールシート（２１）の表面に面接触可能な寸法に裁断された第２のプラスチック段
ボールシート（２２）と、を備え、
　前記第１のプラスチック段ボールシート（２１）との間に前記電線束（１０）を挟んだ
状態に前記第１のプラスチック段ボールシート（２１）の上に配置した前記第２のプラス
チック段ボールシート（２２）の前記両端部（２２ａ）を前記第１のプラスチック段ボー
ルシート（２１）に溶着させることで、前記第１のプラスチック段ボールシート（２１）
上に載置された前記電線束（１０）を前記第１のプラスチック段ボールシート（２１）に
固定することを特徴とするワイヤハーネス（１）。
【００５５】
　［３］　上記［１］に記載のワイヤハーネスにおいて、
　前記電線支持部材（２０）は、中空部（２５ａ）の延在方向が前記配索経路の延在方向
に一致するように裁断されたプラスチック段ボールシート（２５）であって、
　前記電線束（１０）を構成する複数の電線（１１）を、前記中空部（２５ａ）に挿通さ
せることで、前記電線束（１０）を前記配索経路に整合する直線状に支持した状態とする
ことを特徴とするワイヤハーネス（１Ａ）。
【００５６】
　［４］　上記［１］～［３］の何れかに記載のワイヤハーネスにおいて、
　前記電線支持部材を前記配索経路に固定する固定手段（３０）をさらに備え、
　前記固定手段（３０）は、被取付体上の配索経路に載置される前記プラスチック段ボー
ルシート（２１，２５）の一面に埋設状態に固定される基端部と、該基端部から延出して
前記配索経路上の取付穴に挿入されると該取付穴に係合する係止爪と、を備えたクランプ
であることを特徴とするワイヤハーネス（１）。
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【符号の説明】
【００５７】
　１，１Ａ　ワイヤハーネス
　１０，１０Ａ　電線束
　１１　電線
　２０　電線支持部材
　２１　第１のプラスチック段ボールシート（電線支持部材）
　２２　第２のプラスチック段ボールシート（電線支持部材）
　２２ａ　端部
　２５　プラスチック段ボールシート（電線支持部材）
　２５ａ　中空部
　３０　クランプ（固定手段）

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】



(11) JP 6059975 B2 2017.1.11

10

フロントページの続き

(72)発明者  下地　映次
            愛知県豊田市福受町上ノ切１５９－１　矢崎部品株式会社内

    審査官  久保　正典

(56)参考文献  特開平１０－２５２９４７（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開昭６１－１７９１４８（ＪＰ，Ｕ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０２Ｇ　　　３／３０　　　　
              Ｂ６０Ｒ　　１６／０２　　　　
              Ｆ１６Ｂ　　　５／０６　　　　
              Ｆ１６Ｂ　　　５／０８　　　　
              Ｈ０２Ｇ　　　３／０４　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

