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設計支援システム、方法、及びプログラム

技術分野

０００1 本発明は、電気製品や自動車等の装置に用いられるケーブルのルート設計を支援

するための技術に関する。

背景技術

０００2 製品開発する装置のなかには、電気配線としてケーブルが用いられるものがある。

ワイヤーハーネスは、電線やケーブルを加工したものであり、複数のユニットを備えた

装置の大部分、及び自動車などでは、必須の部品となっている。このことから近年で

は、ケーブルを配置するルート設計を支援するソフトウェア (以降「ルート設計支援ソ

フト」と表記) が販売されている。製造業ではC (Comp e A ded Design) が広く導

入されていることから、その支援ソフトは普通、装置の設計データを用いて、それに配

置するケーブルのルートを仮想空間上で設計するよぅになっている。ケーブルのルー

ト設計を支援する設計支援システムは、そのルート設計支援ソフトをデータ処理装置

(コンピュータ) に実行させることで実現される。

０００3 ケーブルは比較的に柔軟性の商い部品である。しかし、ケーブルを考慮せずに設

計を進めると、ケーブルが原因で製品の設計変更をしなければならない場合が生じ

ることがある。これは、ケーブルを無理に曲げなくてはならない、取付作業性が悪い、

他の部品と干渉する、れ、った不具合を見落としやすいためである。設計データを用

いたルート設計では、そのよぅな不具合の見落としを容易に回避することができる。

０００4 設計支援システムを用いたルート設計は、ケーブルが通過すべき位置である通過

点を指定 (作成) していくことで行われる。その通過点の位置指定では、その位置を

特定するぅえで基準となる位置である位置基準を属性として選択するよぅになってい
るのが普通である。その位置基準としては、仮想空間の座標系の原点を基準にした

もの (以降「基準座標」と呼ぶ) 、別の通過点を基準にしたもの (以降「相対座標」と呼

ぶ) 、及び仮想空間に配置された部品 (モデル) を基準にしたもの (以降「モデル基準

」と呼ぶ) 、がある。それらの位置基準は、通過点の位置を特定するために参照される



ことから、「参照先」とも呼ぶことにする。上記座標系はルート設計を行ぅ対象範囲で

定められたものであり、装置全体は別の座標系にこでは「絶対座標系」と呼ぶ で管

理されるのが普通である。

０００5 ケーブルのルートは、通過点を通る曲線を求めることで決定される。その曲線として

は、パラメトリック曲線、特にべジェ曲線を求めるのが一般的である。このことから、通

過点では、その位置に加えて、ケーブルの通過方向を通過点情報として管理するの

が普通となっている。

０００6 従来の設計支援システムでは、通過点の通過方向は、その通過点の前後に位置

する通過点の位置に基づいて自動設定するよぅになっていた。このため、モデル基

準の通過点では、その前後の通過点の位置により、部品 (モデル)の内部に向かぅ通

過方向が設定される場合があった(図 )

０００7 部品の内部に向かぅ通過方向が設定された場合、ベジェ曲線により決定されるル

ートは部品の内部を通る非現実的なものとなる (図5 )。このことから、適切なルート

を確実に決定できるよぅにするためには、通過方向 (通過点情報)は他の通過点以外

のことを考慮して設定することが必要と考えられる。

特許文献1 特開2００6 ０9362号公報

特許文献2 特開平 ０ 269号公報

発明の開示

０００8 本発明は、ケーブルの適切なルートをより確実に決定できるよぅに通過点情報を自

動的に設定するための技術を提供することを目的とする。

本発明の第 及び第2の態様の設計支援システムは共に、装置に用いられるケー

ブルのルート設計を支援するためのものであり、それぞれ以下の手段を具備する。

０００9 第 の態様の設計支援システムは、入力装置を介したュ一ザの指示に応じて、ケー

ブルが仮想空間上で通過すべき通過点を作成する編集手段と、編集手段により、仮

想空間内の部品を基準にするタイプの通過点を作成する場合に、該基準として指定

された部品に基づいて、該通過点の通過方向を含む通過点情報を自動作成して管

理する通過点管理手段と、通過点管理手段が管理する通過点情報を用いて、仮想、

空間上にケーブルが通るルートを生成するルート生成手段と、を具備する。



００1０ 第2の態様の設計支援システムは、入力装置を介したユーザの指示に応じて、ケー

ブルが仮想空間上で通過すべき通過点を作成する編集手段と、編集手段により、仮

想空間内の所定の部品の内部を通過させる通過点を作成する場合に、該所定の部

品に定義されている方向のぅちの一つを該通過点の通過方向として設定し管理する

通過点管理手段と、通過点管理手段が管理する通過方向を用いて、仮想空間上に

ケーブルが通るルートを生成するルート生成手段と、を具備する。

００11 本発明の第 ～第3の態様の設計支援方法は共に、装置に用いられるケーブルの

ルート設計を支援するための方法であり、それぞれ以下のよぅな工程を有する。

第 の態様の設計支援方法では、入力装置を介したユーザの指示に応じて、ケー

ブルが仮想空間上で通過すべき通過点を作成する編集処理を 、竹 、編集処理によ

り、仮想空間内の部品を基準にするタイプの通過点を作成する場合に、該基準として

指定された部品に基づいて、該通過点の通過方向を含む通過点情報を自動作成し

て管理する。

００12 第2の態様の設計支援方法では、入力装置を介したユーザの指示に応じて、ケー

ブルが仮想空間上で通過すべき通過点を作成する編集処理を 、竹 、編集処理によ

り、仮想空間内の所定の部品の内部を通過させる通過点を作成する場合に、該所定

の部品に定義されている方向のぅちの一つを該通過点の通過方向として設定して管

理する。

００13 第3の態様の設計支援方法では、入力装置を介したユーザの指示に応じて、ケー

ブルが仮想空間上で通過すべき通過点を作成する編集処理を 、竹 、編集処理によ

り、仮想空間内の部品を基準にするタイプの通過点を作成する場合に、該タイプの

通過点を、ルートの開始点、該ルートの終了点、及び他の通過点に分類し、該分類

別に異なる通過方向を設定して管理する。

００14 本発明の第 及び第2の態様のプログラムは共に、装置に用いられるケーブルのル

ート設計を支援する設計支援システムの構築に用いられるコンピュータに実行させる

ことを前提とし、それぞれ以下のよぅな機能をそのコンピュータ上に実現させる。

００15 第 の態様のプログラムは、入力装置を介したユーザの指示に応じて、ケーブルが

仮想空間上で通過すべき通過点を作成する編集機能と、編集機能により、仮想空間



内の部品を基準にするタイプの通過点を作成する場合に、該基準として指定された

部品に基づいて、該通過点の通過方向を含む通過点情報を自動作成して管理する

通過点管理機能と、通過点管理機能により管理する通過点情報を用いて、仮想空間

上にケーブルが通るルートを生成するルート生成機能と、を実現させる。

００16 第2の態様のプログラムは、入力装置を介したュ一ザの指示に応じて、ケーブルが

仮想空間上で通過すべき通過点を作成する編集機能と、編集機能により、仮想空間

内の所定の部品の内部を通過させる通過点を作成する場合に、該所定の部品に定

義されている方向のぅちの一つを該通過点の通過方向として設定して管理する通過

点管理機能と、通過点管理機能により管理する通過点情報を用いて、仮想空間上に

ケーブルが通るルートを生成するルート生成機能と、を実現させる。

００17 本発明では、ケーブルが仮想空間上で通過すべき通過点として、仮想空間内の部

品を基準にするタイプの通過点を作成する場合に、その基準として指定された部品

に基づいて、通過点の通過方向を含む通過点情報を作成 (定義)して管理する。そ

の部品を考慮することにより、適切な通過方向をより確実に設定できるよぅになる。こ

のため、ケーブルの適切なルートもより確実に決定できるよぅになる。通過方向は設

定するため、ュ一ザにとっては操作性が向上し、より容易にルート設計を行えるよぅに

なる。これは仮想空間内の所定の部品の内部を通過させる通過点を作成する場合に

、その所定の部品に定義されている方向のぅちの一つを通過点の通過方向として設

定する場合も同様である。通過点の位置を指定された部品から離すよぅにした場合

には、実際に配線したケーブルが部品と接触するのをより回避できるよぅになる。

００18 図 本実施の形態による設計支援システムを搭載したケーブルルート作成システム

の機能構成を説明する図である。

図2 ケーブルのルート設計で位置指定された通過点例を示す図である。

図3 開始点の通過点、終了点、及びモデル内部にケーブルを通す通過点以外の通

過点で定義される位置を説明する図である。

図4 開始点の通過点、終了点、及びモデル内部にケーブルを通す通過点以外の通

過点で定義される通過方向を説明する図である。



図5A 従来の通過方向の定義方法を示す図である。

図5B 図5 に示すよぅに通過方向を定義した場合に決定されるケーブルのルートを

示す図である。

図5c 本実施の形態により通過方向を定義した場合に決定されるケーブルのルート

を示す図である。

図5D 本実施の形態により定義可能な通過方向の範囲を説明する図である。

図6 図2に示すよぅに通過点が位置指定された場合に実際に定義される通過点を説

明する図である。

図7A 実際に定義された通過点の表示例を示す図である (正面図)。

図7B 実際に定義された通過点の表示例を示す図である (側面図)。

図7c 実際に定義された通過点の表示例を示す図である (斜視図)。

図8 クランプ部品が基準として指定された場合に、定義される通過方向を説明する

図である。

図9 通過点作成処理のフローチヤートである。

図1０本実施の形態による設計支援システムを搭載したケーブルルート作成システ

ムを実現できるコンピュータのハードウェア構成の一例を示す図である。

発明を実施するための最良の形態

００19 以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。

図 は、本実施の形態による設計支援システムを搭載したケーブルルート作成シス

テム (以降「作成システム」と略記)の機能構成を示す図である。その作成システム2

は、図7 ～cに示すよぅなケーブルのルート設計を行ぅためのものであり、本実施の

形態による設計支援システムはその作成システム2上で実現されている。

００2０ その作成システム2には、ユーザが操作を行ぅ入力装置 、及び出力装置3が接続

されている。入力装置 は、例えばマウス等のポインティング・デバイス、及びキーボ

ードを含むものである。出力装置3は、例えば液品表示装置等の表示装置である。そ

れにより作成システム2は、ルート設計のためにユーザが行ぅ入力装置 への操作に

応じて通過点の編集を 、竹 、その編集結果、或いはルート設計されたケーブルを出

力装置3上に表示させるものとなっている。



００2 1 作成システム2は、ケーブル管理部2 、3次元モデル管理部22、通過点管理部23

、表示部24、及びルート生成部25を備えている。

ハーネス管理部2 は、ケーブル毎に、そのルート設計を管理するためのものである

。3次元モデル管理部22は、3次元で設計された装置に配置されている部品の設計

データ (モデルデー列を管理するためのものである。モデルデータは、モデルデー

タ・データベース (以降「 」) 22a に格納され、検証モデル管理部22b により管理さ

れる。通過点管理部23は、ケーブル管理部2 の制御下で、通過点をケーブル単位

で管理するためのものである。通過点情報管理用に、通過点位置個別管理部23a

通過方向管理部23b 、及び通過方向基準座標管理部 (以降「座標管理部」) 23c を

備えている。表示部24は、出力装置3上に画像を表示させるためのものである。作成

された通過点を表示させるための画像は、通過点表示部24a によって生成される。ル

ート生成部25は、ルート設計されたハーネスのルートを生成するものである。

００22 図 ０は、上記作成システム2を実現できるコンピュータのハードウェア構成の一例

を示す図である。図 についての詳細な説明の前に先ず、作成システム2を実現でき

るコンピュータの構成について具体的に説明する。混乱を避けるために以降、作成シ

ステム2は図 ０に構成を示す 台のコンピュータによって実現されていることを前提と

して説明することとする。

００23 図 ０に示すコンピュータは、CP 6 、メモり62、入力装置63、出力装置64、外部

記憶装置65、媒体駆動装置66、及びネットワーク接続装置67を有し、これらがバス

68によって互いに接続された構成となっている。同図に示す構成は一例であり、これ

に限定されるものではない。

００24 CP 6 は、当該コンピュータ全体の制御を行ぅ。メモり62は、プログラム実行、デ

ータ更新等の際に、外部記憶装置65 (あるいは可搬型の記録媒体69) に記憶され

ているプログラムあるいはデータを一時的に格納する山女 等のメモりである。CP 6

は、プログラムをメモり62に読み出して実行することにより、全体の制御を行ぅ。

００25 入力装置63は、例えば、キーボード、マウス等の入力装置 と接続されたインター

フェース、或いはそれらを全て有するものである。入力装置 に対するユーザの操作

を検出し、その検出結果をCP 6 に通知する。



００2 6 出力装置64 は、例えば図 の出力装置3と接続された表示制御装置、或いはそれ

らを有するものである。CP 6 の制御によって送られてくるデータを図 の出力装置

3上に出力させる。

００2 7 ネットワーク接続装置6 7は、例えばイントラネットやインターネット等のネットワークを

介して、外部装置と通信を〒ぅためのものである。外部記憶装置6 5は、例えばハード

ディスク装置である。主に各種データやプログラムの保存に用いられる。

００28 記憶媒体駆動装置6 6は、光ディスクや光磁気ディスク等の可搬型の記録媒 6 9

にアクセスするものである。

ルート設計の結果は、メモり6 2、或いは外部記憶装置6 5上に格納される。ハーネ、

スを配置する装置のモデルデータを含む設計データは、外部記憶装置6 5上、或い
は記録媒体6 9上に保存される。ここでは便宜的に外部記憶装置6 5上に保存されて

いると想定する。その場合、 22aは外部記憶装置6 5上に格納されていることにな

る。

００2 9 本実施の形態による設計支援システム (作成システム2) は、それに必要な機能を

搭載したプログラム (以降「設計支援ソフト」と呼ぶ) をCP 6 が実行することで実現

される。その設計支援ソフトは、例えば記録媒体6 9に記録して配布しても良く、或い
はネットワーク接続装置6 7により取得できるよぅにしても良い。ここでは、外部記憶装

置6 5上に格納されていると想定する。

００3０ 上述したよぅな想定では、ケーブル管理部2 は、例えばCP 6 、メモり6 2、入力

装置6 3、外部記憶装置6 5、及びバス6 8 によって実現される。通過点管理部2 3、ル

ート生成部2 5、及び3次元モデル管理部2 2は、例えばCP 6 、メモり6 2、外部記

憶装置6 5、及びバス6 8 によって実現される。表示部24 は、例えばCP 6 、メモり6

2、出力装置64 、外部記憶装置6 5、及びバス6 8 によって実現される。

００3 1 本実施の形態では、ュ一ザが入力装置 を介して通過点の作成を指示した場合、

以下のよぅにして、その位置、及び通過方向を通過点情報として自動設定する。それ

により、通過点から求められるルート(曲線 ) をより確実に適切なものとなるよぅにして

いる。図2～図8Cにそれぞれ示す説明図を参照して、具体的に説明する。

００3 2 本実施の形態では、通過点の位置を特定するぅえで基準となる位置基準として、従



来の設計支援システムと同様に、仮想空間の座標系の原点を基準にした基準座標、

別の通過点を基準にした相対座標、及び仮想空間に配置された部品 (モデル)を基

準にしたモデル基準を用意している。通過点の作成は、その作成を所望する箇所の

指定に応答して行ぅよぅにしている。位置基準は、通過点の作成を指示するために位

置指定された箇所により決定するよぅにしている。

００33 図2は、ケーブルのルート設計で位置指定された通過点例を示す図である。図2に

おいて、先頭が 「P」のシンボル列は何れも通過点の作成指示のためにュ一ザが位

置指定した箇所 (以降「ピ、ソク点」と記す)を表し、その「P」に続くシンボルはピ、ソク点 (

の位置指定により作成される通過点 ) 間の位置関係を示している。具体的には、Psは

ルートの開始点に相当する通過点で位置指定されたピ、ソク点、Peはルートの終了点

に相当する通過点で位置指定されたピ、ソク点、P2は通過点P の次にケーブルが通

るべき通過点で位置指定されたピ、ソク点、P3は通過点P2の次にケーブルが通るべ

き通過点で位置指定されたピック点をそれぞれ示している。先頭が 「 」のシンボル

列は何れも基準とされる部品 (モデル)を表し、その「 」に続くシンボルはピ、ソク点 (

通過点 ) との対応関係を示している。具体的には、 sはピ、ソク点P の基準とされるモ

デル、 2はピ、ソク点P2の基準とされるモデル、 3はピック点P3の基準とされるモデ

ル、 eはピ、ソク点Peの基準とされるモデル、をそれぞれ示している。先頭が 「 」のシ

ンボル列は何れも基準とされる部品 (モデル)でピ、ソク点が存在する面 (以降「ピック面
」と記す)の法線ベクトル (矢印)を表し、その「 」に続くシンボルはピ、ソク面に存在す

るピ、ソク点との対応関係を示している。具体的には、 sはピ、ソク点P が存在するピッ
ク面の法線ベクトル、 2はピ、ソク点P2が存在するピ、ソク面の法線ベクトル、 3はピ

、ソク点P3が存在するピ、ソク面の法線ベクトル、 eはピ、ソク点Peが存在するピック面の

法線ベクトル、をそれぞれ示している。

００34 本実施の形態では、モデル基準の通過点は、開始点の通過点、終了点の通過点、

モデルの内部にケーブルを通す通過点、及びそれら以外に分類し、分類別に異なる

方法で通過点の位置、及び通過方法を定義 (設定)するよぅにしている。それにより、

通過点の位置はピック点の位置と必ずしも一致しないよぅになっている。このことから



位置が同じ通過点では、ピック点と同じ符号を用いる。通過方向は、先頭が 「 P」の

シンボル列で示している。ピック点との対応関係は同様に、「 P」、「 P」に続くシン

ボルで示している。以降は、そのよぅな表記法を用いることを前提として説明を行ぅ。

開始点の通過点、及び終了点の通過点で位置指定されたピ、ソク点P 及びPe以外の

任意のピ、ソク点を対象とする場合は、符号として「P」を用いることとする。

００35 開始点の通過点、及び終了点の通過点では、その位置はピック点P 及びPeの各

位置とそれぞれ同じとしている。それらの通過方向 Ps及び Peはそれぞれ、法線

ベクトル s、及び法線ベクトル eの逆ベクトルとしている。これは、開始点の通過点P

sではケーブルがコネクタ、或いは部品に設けられた穴に垂直に取り付けられると想、

定しているためである。その想定から、終了点の通過点Peでは、通過方向として法線

ベクトル eの逆ベクトルを定義している。

００36 図3は、開始点の通過点、終了点、及びモデル内部にケーブルを通す通過点以外

の通過点で定義される位置を説明する図である。

図3に示すよぅに、開始点の通過点、及び終了点の通過点以外の通過点 Pは、ピ

、ソク点Pから法線ベクトル方向に所定のオフセット分、離れた位置に自動的に定義さ

れる。本実施の形態では、そのオフセット分はケーブルの最小半径 としている。そ

のよぅなオフセット分、モデル (のピ、ソク面)から離すのは、ケーブルのモデル との

接触を回避させるためである。その接触を回避させることにより、ケーブルがモデル
との接触によって意図しない影響を受けるよぅなことを防止するか、或いはその影

響をより軽減させることができる。

００37 図4は、開始点の通過点、終了点、及びモデル内部にケーブルを通す通過点以外

の通過点で定義される通過方向を説明する図である。

図4に示すよぅに本実施の形態では、通過点CP の通過方向 P を設定する場合

、始めにピ、ソク点P とその前後のピ、ソク点P 及びP 間のべクトルC 及び

C 2を生成し、その和ベクトルC 3を求める。その後、和ベクトルC 3をピ、ソク面に

投影したべクトル (ピック面と平行なべクトル)を求め、そのべクトルを通過方向 P と

する。

００38 図5 ～は、通過点で定義する通過方向によって決定されるケーブルのルートの



違いを説明するための図である。ここで図5 ～を参照して、上述したよぅに通過方

向を自動的に定義する理由について具体的に説明する。

００39 図5 は、従来の通過方向の定義方法を示す図である。図5 に示すよぅに従来は

、前後のピ、ソク点 (通過点 ) Ps及びPeを結ぶ線 を求め、その線 と平行な方向を

通過点P2の通過方向 P2として定義していた。

００4０ 図5 は、図5 に示すよぅに通過方向 P2を定義した場合に決定されるケーブル

のルートを示す図である。

上述したよぅにケーブルのルートは、パラメトリック曲線、例えばべジェ曲線を求める

ことで決定される。このため、図5 に示すよぅに通過方向 P2がモデル 2の内部

に向かぅ方向であった場合、決定されるルート 2はモデル 2の内部を通る不適切

なものとなる。

００41 図5Cは、本実施の形態により通過方向を定義した場合に決定されるケーブルのル

ートを示す図である。

本実施の形態では、開始点、及び終了点の通過点以外のモデル基準の通過点C

Pは、通過方向 Pはピ、ソク面と平行としている。このため図5Cに示すよぅに、決定さ

れるルートはモデル 2の内部を通るものとはならない。それにより、確実に現実的な

ルートを決定できるよぅになっている。そのよぅなルート決定は、図5 に示すよぅに、

ピック面の法線ベクトルを軸に通過方向 P2を回転させても確実に実現させることが

できる。このことから、通過方向 Pはピ、ソク面と平行であれば別な方法で求めても良

い。具体的には、図4に示すべクトルC 及びC 2は前後の通過点のピック点では

なく、通過点を用いて生成しても良い。

００42 ルートは、2つの通過点間毎に生成される。それにより通過点は、生成されたルート

を結ぶ点となっている。そのルートの端、つまり通過点における接線は、その通過点

の通過方向と平行である。このことから、通過点は接線ベクトルとも呼ばれる。

００43 図6は、図2に示すよぅに通過点が位置指定された場合に実際に定義される通過点

を説明する図である。上述したよぅに位置、及び通過方向を通過点の分類別に定義

するため、図6に示すよぅに、開始点、及び終了点の通過点P 及びPeはピ、ソク点と同

凶立置となり、他の通過点CP2及びCP3 はピ、ソク点P2及びP3とは異なる位置となっ



ている。通過点Psの通過方向 Psはピ、ソク面の法線ベクトル、通過点Peの通過方向

Peはピック面の法線ベクトルの逆ベクトル、他の通過点CP2及びCP3 の通過方向

P2及び P3はそれぞれピック面と平行な方向となっている。図7 ～ 、実際に

定義された通過点の表示例を示す図である。図7 は正面図、図7 は側面図、及び

図7Cは斜視図をそれぞれ示している。

００44 上述したよぅに、モデル (部品)の中にはケーブル用のものが存在する場合がある。

ケーブルを動かないよぅにクランプする部品 (以降「クランプ部品」) がその代表である

。本実施の形態では、そのよぅなクランプ部品が基準 (参照先) として指定された場合

、つまりモデル内部にケーブルを通す通過点が指定された場合、そのクランプ部品

によって固有の方向を通過方向として定義するよぅにしている。

００45 図8は、クランプ部品が基準として指定された場合に、定義される通過方向を説明

する図である。 2はクランプ部品、Sはクランプ部品 2で定義された円をそれぞれ

示している。その円Sとしてはケーブルが通過可能な方向と垂直なものを定義してい
る。

００46 本実施の形態では、クランプ部品 で定義された円Sをピ、ソク点Pとして位置指定し

た場合、その円Sの中心軸方向、つまりケーブルが通過可能な方向を通過方向 Pと

して定義するよぅにしている。ルート設計は、開始点の通過点P から終了点の通過点

Peに向かって順次、通過点を作成していくことで行ぅことを想定している。クランプ部

品 はケーブルが中を通るものであることから、円Sは2つ定義している。ケーブルが

通過できる方向は2つ存在する。図8に示す例では、ケーブルをクランプ部品 2の

下から上に通す方法の他に、上から下に通る方法をュ一ザは選択できる。このよぅな

ことから通過方向 Pは、円Sを位置指定した後、次のピ、ソク点 Pの位置指定により

決定させるよぅにしている。通過点 Pの位置は、ピ、ソク点Pとして位置指定された円S

の中心としている。それにより、その円Sが定義されたモデルが基準と指定されたと見

なしている。

００47 このよぅにしてクランプ部品 を通過させるための通過点 Pでは、そのクランプ部

品 をケーブルが通過可能な方向を通過方向 Pとして自動的に定義するよぅにし

ている。そのため、ュ一ザにとっては、通過方向 Pを自身が定義することなく、適切



なルートを生成させることができる。

００48 図8に示すクランプ部品 2のよぅな通過方向を 軸方向に限定した部品は他に、コ

ネクタ等のインターフェース用の部品が存在する。通過方向の 軸方向の限定は、そ

のよぅな部品に定義された円Sをピ、ソク点として指定することで行われる。このことから

、円Sをピ、ソク点として指定することは以降「円中心を指定する」等とも表現することと

する。単に基準となるモデルを指定すること、つまり通過方向をピ、ソク面と平行な方向

に限定することは以降「平面上を指定する」等とも表現することとする。

００49 図 に戻り、上述したよぅなルート設計の支援を実現させるための各部2 ～25の動

作について詳細に説明する。

ハーネス管理部2 は、入力装置 に対して行われた操作を解析して、ュ一ザの指

示内容を認識し、その認識結果に応じた処理を行ぅ。その処理により、ルート設計が

実現され、その設計結果として、編集により作成された通過点に関するデータが通過

点管理部23により生成・保存される。

００5０ 通過点管理部23は、ュ一ザによる通過点の編集作業により、ルート設計の対象と

するケーブル毎に通過点情報管理用のテーブル (以降「通過点位置テーブル」)を

作成し、必要に応じて更新する。その通過点位置テーブルは、例えば通過点毎に、

その位置、通過方向、位置基準等の通過点情報を格納したものである。その更新は

、例えばハーネス管理部2 の制御下で行われる。

００5 1 通過点位置個別管理部23a は、相対位置座標、基準位置座標、参照モデル名、

参照モデル相対位置等の位置基準に係わる各データの格納・更新を行ぅ。通過方向

管理部23b は、通過方向の決定を行ぅ。通過方向基準座標管理部23c は、決定され

た通過方向を示す軸毎のデータの格納・更新を行ぅ。それらは何れも、ケーブル管理

部2 が認識したュ一ザの指示内容に応じて行われる。それにより、通過点の編集を

通したルート設計を支援する。

００52 ルート生成部25は、通過点位置テーブルを参照することにより、ケーブルの断面形

状から特定される硬さを考慮しつつ、ュ一ザがルート設計したケーブルのルートを生

成し、その生成結果を表示部24に送る。それにより、そのルートに台ったケーブルを

設計結果として出力装置3上に表示させる。ルートの生成 自体は周知の技術を用い



て行ぅ。

００53 図9は、通過点作成処理のフローチヤートである。その通過点作成処理は、ュ一ザ

によるピ、ソク点の位置指定に対応するために実行される処理であり、図 ０に示す P

6 が外部記憶装置65に格納された設計支援ソフトをメモり62に読み出して実行

することで実現される。次に図 ０を参照して、上述の作成システム2の動作を実現さ

せる処理について詳細に説明する。

００54 通過点の作成指示のための位置指定、つまりピック点の指定は、出力装置3に表

示された仮想空間上の点をクリックすることで行ぅことができる。その他に、通過点のタ

イプを指定した後、所望の点をクリックすることでも行ぅことができるよぅになっている。

ここでは混乱を避けるため、図9の通過点作成処理は後者により通過点のタイプを指

定する場合に実行される処理を抽出してその流れを示している。その流れはタイプ別

に分ける形で示している。

００55 先ず、ステップ では、通過点のタイプ指定をュ一ザが行ぅのを待って、通過点の

有無を判定する。既に作成した通過点が存在する場合、その旨が判定されてステッ

プS 3に移行する。そぅでない場合には、つまり既に作成した通過点が存在しない場

合には、その旨が判定されてステップS 2に移行する。
。

００56 ステップ 2では、開始点の通過点 (図中「始点通過点」と表記)で指定されたタイフ

を判定する。その指定でュ一ザが円中心を選択した場合、その旨が判定されてステ

、ソプS 8に移行する。一方、平面上をュ一ザが選択した場合には、その旨が判定され

てステップS 3に移行する。このよぅにして本実施の形態では、開始点の通過点の作

成を指示するためのタイプ指定は、モデル基準のもののみ選択可能としている。

００57 ステップ 3では、ュ一ザがピック点を指定するのを待つ。その指定が行われると、

ステップS4に移行して、指定されたピ、ソク点の位置を算出する。続くステップS 5では

、算出した位置のピ、ソク面の法線方向を通過方向 Psとして算出する。その後は、算

出した位置、通過方向を通過点情報とする通過点P をステップS 6で作成してからス

テップS 7に移行する。

００58 ステップ 7では、次の通過点の作成が行われるか否か判定する。次の通過点の作

成をュ一ザが選択した場合、反手はY Sとなり、上記ステップ に戻る。一方、通過



点の作成の終了をユーザが指示した場合には、判定は Oとなり、ここで通過点作成

処理を終了する。

００59 特には図示していないが、設計結果を保存するか否かの問い合わせは、ステップ

7での Oの判定により必要に応じて、つまり保存が行われていない場合に行うように

なっている。それにより保存していない設計結果は、その問い合わせ結果に従って処

理するようにしている。また、最後に作成の通過点は、終了点の通過点Peと見なし、

その位置や通過方向 Peを自動的に設定するようにしている。このため、更に通過

点が追加された場合には、終了点と見なした通過点はユーザが指定のタイプとして

扱うようにしている。そのようなタイプ変更は、ステップS 7での Sの判定により行っ
ている。

。
００6０ 上記ステップ 8では、ユーザがヒック点 (ここでは円 )を指定するのを待つ。その

指定が行われると、ステップS 9に移行して、指定された円Sの中心位置を算出する。

続くステップ ０では、円Sの中心軸方向 (2つの方向のうちの一方) として通過方向

を算出する。その算出後はステップS に移行して、ステップ ０で算出した通過方

向の確認を行う。その確認の結果、算出した通過方向が不適切 ( G) と判定した場

合、ステップS 2に移行して、通過方向を反転させた後、再度ステップS で確認を

行う。一方、確認の結果、算出した通過方向が適切 (O ) と判定した場合には、ステ

、ソプS 6に移行する。

００6 1 上記ステップ での確認は、開始点の通過点では行われない。これは、開始点

の通過点では通過方向はピ、ソク面の法線方向 (図6) としているからである。このため

、開始点の通過点の場合、実際にはステップ での確認を〒うことなくステップS 6

に移行することになる。

００62 上記ステップ 3では、通過点で指定されたタイプを判定する。その指定でユーザ

が円中心を選択した場合、その旨が判定されてステップS 8に移行する。その指定で

平面上をユーザが選択した場合には、その旨が判定されてステップS 3に移行する。

その指定でユーザがオフセット、つまり位置基準として基準座標、或いは相対座標を

ユーザが選択した場合には、その旨が判定されてステップS 4に移行する。

００63 ステップS 3からステップS 3に移行した場合、ステップS 3～S 5では以下のような処



理が行われる。

先ず、ステップS 3では、ュ一ザがピ、ソク点を指定するのを待つ。その指定が行われ

ると、ステップS4に移行して、指定されたピ、ソク点からピ、ソク面の法線方向に半径 分

、移動した位置を算出する。続くステップS 5では、ピ、ソク面の法線方向を軸にした通

過方向を算出する。その算出は、親の通過点 (直前に位置する通過点 ) 、及び子の

通過点 (直後に位置する通過点 )の各ピ、ソク位置からべクトルC 及びC 2を求め、

それらの和ベクトルC 3を求め、その和ベクトルC 3をピック面に投影したべクトルを

求めることで行われる。

００64 ステップ 5での通過方向の算出は、実際には、次のピック点の指定が行われた後

に実行される。しかし、ここでは通過点の作成時に行われる処理を明確にするために

、そのよぅな前後関係を無視している。

００65 このよぅにステップS 3～S 5で実行される処理の内容は、ステップS 2及びS 3のぅち

の何れから移行するかによって異なっている。これは、ステップS 2から移行する場合

、指定されたピ、ソク点は開始点の通過点用に行われたと見なしているためである。そ

れにより、そのピ、ソク点にインターフェース用の部品を配置することを想定したルート

設計をュ一ザが行えるよぅにしている。

００66 上記ステップ 4では、親の通過点から仮想空間上、初期値分オフセットさせた位

置に通過点を仮表示し、その仮表示させた通過点と親の通過点を結ぶ線を表示させ

る。続くステップS 5では、仮表示させた通過点をマウスドラッグ、或いは数値入力に

より移動させる。その移動は、次のステップS 6でュ一ザがO とするまで必要に応じ

て繰り返し行ぅ。ステップS 6にはュ一ザがO 、つまり位置の移動の完了を指示する

ことで移行する。

００67 なお、本実施の形態では、開始点、及び終了点以外の通過点では基準とするモデ

ル (ピック点 )から所定のオフセット分 (半径 分) 、離すよぅにしているが、離さないよぅ

にしても良い。或いはそのオフセット分をュ一ザが任意に設定できるよぅにしても良い
。また、クランプ部品の通過点では、次の通過点の位置指定により通貨方向を確定さ

せているが、クランプ部品で指定する円Sにより通過方向を確定させるよぅにしても良

い。これは、指定する円Sはケーブルが入る側、或いは出る側と見なすことで行ぅこと



ができる。



請求の範囲

装置に用いられるケーブルのルート設計を支援するシステムであって、

入力装置を介したュ一ザの指示に応じて、前記ケーブルが仮想空間上で通過す

べき通過点を作成する編集手段と、

前記編集手段により、前記仮想空間内の部品を基準にするタイプの通過点を作成

する場合に、該基準として指定された部品に基づいて、該通過点の通過方向を含む

通過点情報を作成して管理する通過点管理手段と、

前記通過点管理手段が管理する通過点情報を用いて、前記仮想空間上に前記ケ

ーブルが通るルートを生成するルート生成手段と、

を具備することを特徴とする設計支援システム。

2 請求項 記載の設計支援システムであって、

前記通過点管理手段は、前記通過方向として、前記指定された部品の面に平行な

方向、及び該面と垂直な方向のぅちの何れかを設定する。

3 請求項2記載の設計支援システムであって、

前記通過点管理手段は、前記通過点が前記ルートの開始点、及び終了点のぅちの

何れかであった場合、前記通過方向として前記面と垂直な方向を設定する。

4 請求項3記載の設計支援システムであって、

前記通過点管理手段は、前記面と垂直な方向として、前記開始点では前記部品の

外部に向かぅ方向、前記終了点では前記部品の内部に向かぅ方向をそれぞれ設定

する。

5 請求項2記載の設計支援システムであって、

前記通過点管理手段は、前記通過点が前記ルートの開始点、及び終了点のぅちの

何れにも該当しない場合、前記通過方向として前記面と平行な方向を設定する。

6 請求項5記載の設計支援システムであって、

前記通過点管理手段は、前記通過点、及び該通過点の前後に位置する2つの通

過点を考慮して2つのべクトルを生成し、該2つのべクトルの和である和ベクトルを求

め、該和ベクトルを前記面に投影して得られる該面と平行な方向を前記通過方向とし

て設定する。



7 請求項 記載の設計支援システムであって、

前記通過点管理手段は、前記仮想空間内の部品を基準にするタイプの通過点とし

て、所定の部品の内部を通過させる通過点を前記編集手段が作成する場合に、該

所定の部品に定義されている方向のぅちの一つを該通過点の通過方向として設定し

て管理する。

8 請求項 記載の設計支援システムであって、

前記通過点情報は、前記通過点の位置を含み、

前記通過点管理手段は、前記通過点が前記ルートの開始点、及び終了点のぅちの

何れにも該当しない場合、該通過点の位置として、前記基準として指定の部品から

所定の距離分、離れた位置を設定する。

9 装置に用いられるケーブルのルート設計を支援するシステムであって、

入力装置を介したュ一ザの指示に応じて、前記ケーブルが仮想空間上で通過す

べき通過点を作成する編集手段と、

前記編集手段により、前記仮想空間内の所定の部品の内部を通過させる通過点を

作成する場合に、該所定の部品に定義されている方向のぅちの一つを該通過点の通

過方向として設定して管理する通過点管理手段と、

前記通過点管理手段が管理する通過方向を用いて、前記仮想空間上に前記ケー

ブルが通るルートを生成するルート生成手段と、

を具備することを特徴とする設計支援システム。

０ 装置に用いられるケーブルのルート設計を支援するための方法であって、

入力装置を介したュ一ザの指示に応じて、前記ケーブルが仮想空間上で通過す

べき通過点を作成する編集処理を行い、

前記編集処理により、前記仮想空間内の部品を基準にするタイプの通過点を作成

する場合に、該基準として指定された部品に基づいて、該通過点の通過方向を含む

通過点情報を自動作成して管理する、

ことを特徴とする設計支援方法。

装置に用いられるケーブルのルート設計を支援するための方法であって、

入力装置を介したュ一ザの指示に応じて、前記ケーブルが仮想空間上で通過す



べき通過点を作成する編集処理を行い、

前記編集処理により、前記仮想空間内の所定の部品の内部を通過させる通過点を

作成する場合に、該所定の部品に定義されている方向のぅちの一つを該通過点の通

過方向として設定して管理する、

ことを特徴とする設計支援方法。

2 装置に用いられるケーブルのルート設計を支援するための方法であって、

入力装置を介したユーザの指示に応じて、前記ケーブルが仮想空間上で通過す

べき通過点を作成する編集処理を行い、

前記編集処理により、前記仮想空間内の部品を基準にするタイプの通過点を作成

する場合に、該タイプの通過点を、前記ルートの開始点、該ルートの終了点、及び他

の通過点に分類し、該分類別に異なる通過方向を設定して管理する、

ことを特徴とする設計支援方法。

3 請求項 2記載の設計支援方法であって、

前記タイプの通過点の分類は、前記仮想空間内の所定の部品の内部を通過させる

通過点を更に含む。

4 装置に用いられるケーブルのルート設計を支援する設計支援システムの構築に用

いられるコンピュータに、

入力装置を介したユーザの指示に応じて、前記ケーブルが仮想空間上で通過す

べき通過点を作成する編集機能と、

前記編集機能により、前記仮想空間内の部品を基準にするタイプの通過点を作成

する場合に、該基準として指定された部品に基づいて、該通過点の通過方向を含む

通過点情報を自動作成して管理する通過点管理機能と、

前記通過点管理機能により管理する通過点情報を用いて、前記仮想空間上に前

記ケーブルが通るルートを生成するルート生成機能と、

を実現させるためのプログラム。

5 装置に用いられるケーブルのルート設計を支援する設計支援システムの構築に用

いられるコンピュータに、

入力装置を介したユーザの指示に応じて、前記ケーブルが仮想空間上で通過す



べき通過点を作成する編集機能と、

前記編集機能により、前記仮想空間内の所定の部品の内部を通過させる通過点を

作成する場合に、該所定の部品に定義されている方向のぅちの一っを該通過点の通

過方向として設定して管理する通過点管理機能と、

前記通過点管理機能により管理する通過点情報を用いて、前記仮想空間上に前

記ケーブルが通るルートを生成するルート生成機能と、

を実現させるためのプログラム。
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