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(57)【要約】
【課題】偏平配線部材を積層した積層型配線部材の厚み
をなるべく小さくできるようにすることを目的とする。
【解決手段】積層型配線部材１０は、積層された複数の
偏平配線部材１２Ａ、１２Ｂ、１２Ｃ、１２Ｄ、１２Ｅ
を備える。複数の偏平配線部材１２Ａ、１２Ｂ、１２Ｃ
、１２Ｄ、１２Ｅのそれぞれが、複数の線状伝送部材（
例えば、絶縁電線１４、１５）と、複数の線状伝送部材
をそれらの延在方向の少なくとも一部において並列状態
に保つベース部材（例えば、シート材１８）とを含む。
複数の偏平配線部材１２Ａ、１２Ｂ、１２Ｃ、１２Ｄ、
１２Ｅの積層方向において、複数の線状伝送部材のうち
太さが異なるものが併存するように配置されている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　積層された複数の偏平配線部材を備え、
　前記複数の偏平配線部材のそれぞれが、複数の線状伝送部材と、前記複数の線状伝送部
材をそれらの延在方向の少なくとも一部において並列状態に保つベース部材とを含み、
　前記複数の偏平配線部材の積層方向において、前記複数の線状伝送部材のうち太さが異
なるものが併存するように配置されている、積層型配線部材。
【請求項２】
　請求項１に記載の積層型配線部材であって、
　前記複数の偏平配線部材が、第１偏平配線部材と、含まれる前記複数の線状伝送部材が
前記第１偏平配線部材に含まれる線状伝送部材よりも細い第２偏平配線部材とを備える、
積層型配線部材。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載の積層型配線部材であって、
　前記複数の偏平配線部材が、前記複数の線状伝送部材として太さが異なる複数の線状伝
送部材を含む第１併存偏平配線部材及び第２併存偏平配線部材を備え、
　前記第１併存偏平配線部材に含まれる前記複数の線状伝送部材のうち相対的に細いもの
が配置される部分に対応する位置に、前記第２併存偏平配線部材に含まれる前記複数の線
状伝送部材のうち相対的に太いものが配置されている、積層型配線部材。
【請求項４】
　請求項３に記載の積層型配線部材であって、
　前記第１併存偏平配線部材及び前記第２併存偏平配線部材が、前記ベース部材としての
シート材の一方主面に前記複数の線状伝送部材が配設された部材であり、
　前記第１併存偏平配線部材及び前記第２併存偏平配線部材が、それぞれの前記シート材
を互いに反対側に向けた姿勢で隣接している、積層型配線部材。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のいずれか１項に記載の積層型配線部材であって、
　前記複数の偏平配線部材のそれぞれが、前記ベース部材としてのシート材の一方主面に
前記複数の線状伝送部材が配設された部材である、積層型配線部材。
【請求項６】
　請求項５に記載の積層型配線部材であって、
　前記複数の偏平配線部材のうち前記積層方向における両外側のものの前記シート材が外
側を向くように配置されている、積層型配線部材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、車両に搭載される部品同士を接続する積層型配線部材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１は、電線と、その電線に巻かれた保護シートと、保護シートを電線に留める
粘着テープとを備えるワイヤーハーネスを開示している。このワイヤーハーネスの横断面
は、円形状をなしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１５－７２７９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ワイヤーハーネスの横断面形状が円形状を呈していると、当該ワイヤーハーネスを配設
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するスペースの隙間を大きくする必要がある。
【０００５】
　そこで、車両に搭載される部品同士を接続する部材として、偏平な配線部材を用いるこ
とが検討されている。
【０００６】
　しかしながら、多数の配線を組込む必要がある場合、偏平な配線部材を積層する必要が
ある。すると、積層された配線部材の総厚みが大きくなってしまう。
【０００７】
　そこで、本発明は、偏平配線部材を積層した積層型配線部材の厚みをなるべく小さくで
きるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するため、第１の態様に係る積層型配線部材は、積層された複数の偏平
配線部材を備え、前記複数の偏平配線部材のそれぞれが、複数の線状伝送部材と、前記複
数の線状伝送部材をそれらの延在方向の少なくとも一部において並列状態に保つベース部
材とを含み、前記複数の偏平配線部材の積層方向において、前記複数の線状伝送部材のう
ち太さが異なるものが併存するように配置されているものである。
【０００９】
　第２の態様は、第１の態様に係る積層型配線部材であって、前記複数の偏平配線部材が
、第１偏平配線部材と、含まれる前記複数の線状伝送部材が前記第１偏平配線部材に含ま
れる線状伝送部材よりも細い第２偏平配線部材とを備える。
【００１０】
　第３の態様は、第１又は第２の態様に係る積層型配線部材であって、前記複数の偏平配
線部材が、前記複数の線状伝送部材として太さが異なる複数の線状伝送部材を含む第１併
存偏平配線部材及び第２併存偏平配線部材を備え、前記第１併存偏平配線部材に含まれる
前記複数の線状伝送部材のうち相対的に細いものが配置される部分に対応する位置に、前
記第２併存偏平配線部材に含まれる前記複数の線状伝送部材のうち相対的に太いものが配
置されているものである。
【００１１】
　第４の態様は、第３の態様に係る積層型配線部材であって、前記第１併存偏平配線部材
及び前記第２併存偏平配線部材が、前記ベース部材としてのシート材の一方主面に前記複
数の線状伝送部材が配設された部材であり、前記第１併存偏平配線部材及び前記第２併存
偏平配線部材が、それぞれの前記シート材を互いに反対側に向けた姿勢で隣接しているも
のである。
【００１２】
　第５の態様は、第１から第４のいずれか１つの態様に係る積層型配線部材であって、前
記複数の偏平配線部材のそれぞれが、前記ベース部材としてのシート材の一方主面に前記
複数の線状伝送部材が配設された部材とされている。
【００１３】
　第６の態様は、第５の態様に係る積層型配線部材であって、前記複数の偏平配線部材の
うち前記積層方向における両外側のものの前記シート材が外側を向くように配置されてい
るものである。
【発明の効果】
【００１４】
　第１の態様によると、複数の偏平配線部材の積層方向において、複数の線状伝送部材の
うち太さが異なるものが併存するように配置されているため、比較的太い線状伝送部材だ
けが複数の偏平配線部材の積層方向において並んで配置されることが抑制される。このた
め、偏平配線部材を積層した積層型配線部材の厚みをなるべく小さくできる。
【００１５】
　第２の態様によると、比較的太い複数の線状伝送部材が第１偏平配線部材に含まれてお
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り、第２偏平配線部材に含まれる複数の線状伝送部材は、前記第１偏平配線部材に含まれ
る線状伝送部材よりも細い。このため、第１偏平配線部材と第２偏平配線部材とを含む複
数の偏平配線部材を積層した形態において、前記積層方向において、比較的太い複数の線
状伝送部材が並んで配置されることが抑制され、太い線状伝送部材と細い線状伝送部材が
併存するようになる。このため、偏平配線部材を積層した積層型配線部材の厚みをなるべ
く小さくできる。
【００１６】
　第３の態様によると、複数の偏平配線部材の積層方向において、第１併存偏平配線部材
に含まれる前記複数の線状伝送部材のうち相対的に細いものが配置される部分に対応する
位置に、第２併存偏平配線部材に含まれる前記複数の線状伝送部材のうち相対的に太いも
のが配置されている。このため、第１併存偏平配線部材に含まれる前記複数の線状伝送部
材のうち相対的に細いものが配置される部分によって生じた隙間に、第２併存偏平配線部
材に含まれる前記複数の線状伝送部材のうち相対的に太いものを配置することができる。
このため、偏平配線部材を積層した積層型配線部材の厚みをなるべく小さくできる。
【００１７】
　第４の態様によると、シート材に複数の線状伝送部材を配設することで、偏平配線部材
を実現できる。また、第１併存偏平配線部材及び第２併存偏平配線部材が、それぞれのシ
ート材を互いに反対側に向けた姿勢で隣接しているため、第１併存偏平配線部材に含まれ
る前記複数の線状伝送部材のうち相対的に細いものが配置される部分によって生じた隙間
に、第２併存偏平配線部材に含まれる前記複数の線状伝送部材のうち相対的に太いものを
効率よく配置することができる。
【００１８】
　第５の態様によると、シート材に複数の線状伝送部材を配設することで、偏平配線部材
を実現できる。
【００１９】
　第６の態様によると、複数の偏平配線部材のうち積層方向における両外側のものの前記
シート材が外側を向くように配置されているため、シート材によって線状伝送部材を保護
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】第１実施形態に係る積層型配線部材を示す概略斜視図である。
【図２】同上の積層型配線部材の概略断面図である。
【図３】絶縁電線をシート材に超音波接合する工程を示す説明図である。
【図４】絶縁電線を縫糸によってシート材に縫い付けられた状態を示す説明図である。
【図５】比較例に係る積層型配線部材を示す概略断面図である。
【図６】変形例に係る積層型配線部材を示す概略断面図である。
【図７】第２実施形態に係る積層型配線部材を示す概略断面図である。
【図８】他の変形例に係る積層型配線部材を示す概略断面図である。
【図９】さらに他の変形例に係る積層型配線部材を示す概略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　｛第１実施形態｝
　以下、第１実施形態に係る積層型配線部材について説明する。図１は積層型配線部材１
０を示す概略斜視図であり、図２は積層型配線部材１０の概略断面図である。
【００２２】
　積層型配線部材１０は、積層された複数の偏平配線部材１２Ａ、１２Ｂ、１２Ｃ、１２
Ｄ、１２Ｅを備える。
【００２３】
　複数の偏平配線部材１２Ａ、１２Ｂ、１２Ｃ、１２Ｄ、１２Ｅは、車両に搭載される部
品をつなぐ部材である。複数の偏平配線部材１２Ａ、１２Ｂ、１２Ｃ、１２Ｄ、１２Ｅの
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それぞれは、複数の線状伝送部材１４、１５と、ベース部材１８とを備える。
【００２４】
　線状伝送部材１４、１５は、電気又は光等を伝送する線状の部材である。ここでは、線
状伝送部材１４，１５は、芯線と芯線を覆う絶縁被覆とを含む絶縁電線１４、１５である
例で説明する。芯線は、１本又は複数本の素線で構成される。素線は、銅、銅合金、アル
ミニウム、アルミニウム合金等の導体で形成される。絶縁被覆は、ＰＶＣ（ポリ塩化ビニ
ル）、ＰＥ（ポリエチレン）などの樹脂材料が芯線の周囲に押出成形されることで形成さ
れる。
【００２５】
　絶縁電線１４、１５は、異なる太さの絶縁電線１４、１５を含む。ここでは、絶縁電線
１４は、絶縁電線１５よりも太い。
【００２６】
　ベース部材１８は、複数の線状伝送部材１４、１５を、それらの延在方向の少なくとも
一部において並列状態に保つ部材である。
【００２７】
　ここでは、ベース部材１８は、シート材１８である例で説明する。シート材１８を構成
する材料は特に限定されるものではないが、シート材１８は、好ましくはＰＶＣ（ポリ塩
化ビニル）、ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）、ＰＰ（ポリプロピレン）などの樹
脂を含む材料によって形成される。シート材１８は、内部が一様に埋ったシート材であっ
てもよいし、不織シート等であってもよい。シート材１８は、金属などの材料を含むこと
もあり得る。シート材１８は、好ましくは、厚み方向において容易に曲る柔軟性を有する
。シート材１８は、単層であってもよいし、複数層積層されていてもよい。複数層積層さ
れている場合、例えば、樹脂層と樹脂層とが積層されていることが考えられる。また例え
ば、樹脂層と金属層とが積層されていることが考えられる。
【００２８】
　図１に示す例では、シート材１８は方形状に形成されているが、シート材１８の形状は
これに限られない。シート材１８は、絶縁電線１４、１５の配設経路等に応じた形状に形
成されていてもよい。
【００２９】
　複数の偏平配線部材１２Ａ、１２Ｂ、１２Ｃ、１２Ｄ、１２Ｅのそれぞれにおいて、シ
ート材１８の一方主面に複数の絶縁電線１４、１５が配設されている。
【００３０】
　複数の絶縁電線１４、１５を、シート材１８の主面上で保持する構成は特に限定される
ものではない。
【００３１】
　ここでは、電線とシート材との接合手段として、ここでは溶着が採用されている。つま
り、電線とシート材とのうち少なくとも一方が樹脂材料を有し、この樹脂材料が溶けて相
手側に接合される。ここでは絶縁被覆と、樹脂製のシート材とが共に溶けて相互に接合さ
れている。この場合、絶縁被覆と、樹脂製のシート材とは同じ樹脂材料を含むことが好ま
しい。
【００３２】
　係る溶着手段としては、特に限定されるものではなく、超音波溶着、加熱加圧溶着、熱
風溶着、高周波溶着など種々の溶着手段を採用することができる。
【００３３】
　例えば、電線とシート材とが、熱又は溶剤等によって少なくとも一方の樹脂が溶かされ
て接合されていてもよい。係る接合手段は、溶着、融着、溶接等の公知の接合手段を用い
ることができる。
【００３４】
　例えば、図３に示すように、絶縁電線１４、１５とシート材１８とを超音波接合用のチ
ップ４０とアンビル４２との間に挟み込んで、絶縁電線１４、１５をシート材１８に溶着
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してもよい。この場合、絶縁電線１４、１５とシート材１８とは、それらの少なくとも一
方が溶けた接合部１９を介して接合される。
【００３５】
　絶縁電線１４、１５とシート材１８とは、熱溶着によって溶着されてもよいし、接着剤
、両面テープ等によって接合されていてもよい。また、図４に示すように、絶縁電線１４
、１５が縫糸１９Ｂによってシート材１８に縫い付けられて接合されていてもよい。
【００３６】
　ここでは、偏平配線部材１２Ａの一方主面に比較的太い複数（ここでは６本）の絶縁電
線１４が並列状態でシート材１８の一方主面に保持されている。
【００３７】
　また、偏平配線部材１２Ｂの一方主面に、比較的太い少なくとも１本（ここでは５本）
の絶縁電線１４と比較的細い少なくとも１本（ここでは２本）の絶縁電線１５とが並列状
態でシート材１８の一方主面に保持されている。ここでは、シート材１８の幅方向両外側
に比較的太い絶縁電線１４が設けられ、シート材１８の幅方向中央に比較的細い絶縁電線
１５が設けられている。
【００３８】
　また、偏平配線部材１２Ｃ、１２Ｄ、１２Ｅの一方主面に比較的細い複数（ここでは９
本）の絶縁電線１５が並列状態でシート材１８の一方主面に保持されている。
【００３９】
　なお、複数の偏平配線部材１２Ａ、１２Ｂ、１２Ｃ、１２Ｄ、１２Ｅにおいて、複数の
絶縁電線１４、１５が並列状態に保たれず、分岐したり、曲ったりする部分が存在してい
てもよい。
【００４０】
　絶縁電線１４、１５を全体的に観察すると、絶縁電線１４は比較的太い絶縁電線１４の
一例であり、絶縁電線１５は比較的細い絶縁電線１５の一例である。
【００４１】
　上記偏平配線部材１２Ａは、比較的太い複数の絶縁電線１４を含む第１偏平配線部材１
２Ａの一例である。
【００４２】
　また、偏平配線部材１２Ｃ、１２Ｄ、１２Ｅは、含まれる絶縁電線１５が第１偏平配線
部材１２Ａに含まれる絶縁電線１４よりも細い第２偏平配線部材１２Ｃ、１２Ｄ、１２Ｅ
の一例である。
【００４３】
　偏平配線部材１２Ｂは、太い絶縁電線１４及び細い絶縁電線１５を含むため、第１偏平
配線部材及び第２偏平配線部材のいずれでもない。
【００４４】
　積層型配線部材１０においては、複数の偏平配線部材１２Ａ、１２Ｂ、１２Ｃ、１２Ｄ
、１２Ｅの積層方向（それらの厚み方向でもある）において、複数の絶縁電線１４、１５
のうち太さが異なるものが併存するように配置されている。
【００４５】
　ここでは、複数の偏平配線部材１２Ａ、１２Ｂ、１２Ｃ、１２Ｄ、１２Ｅが、その順で
下から上に並ぶように積層されている。この状態で、複数の偏平配線部材１２Ａ、１２Ｂ
、１２Ｃ、１２Ｄ、１２Ｅのそれぞれにおける複数の絶縁電線１４、１５の並列保持部分
が、並列方向を揃えた状態で同じ領域上で重なって配置されている。
【００４６】
　ここで、上記したように、偏平配線部材１２Ａには、比較的太い絶縁電線１４が保持さ
れている。偏平配線部材１２Ｃ、１２Ｄ、１２Ｅには、比較的細い絶縁電線１５が保持さ
れている。このため、複数の偏平配線部材１２Ａ、１２Ｂ、１２Ｃ、１２Ｄ、１２Ｅの積
層体を、その積層方向において観察すると、比較的太い絶縁電線１４の上方に比較的細い
絶縁電線１５が配置されており、太さが異なる絶縁電線１４、１５が併存するように配置
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された構成となっている。このため、前記積層方向において、比較的太い複数の絶縁電線
１４だけが並ぶことが抑制され、もって、積層体の薄型化が図られる。
【００４７】
　複数の絶縁電線１４、１５の並列方向の全てに関して、前記積層方向において、太さが
異なる絶縁電線１４、１５が併存していることが好ましいがこれは必須ではない。複数の
絶縁電線１４、１５の並列方向の一部においても、前記積層方向において、太さが異なる
絶縁電線１４、１５が併存していれば、その部分では、薄型化を期待できるからである。
【００４８】
　なお、複数の偏平配線部材１２Ａ、１２Ｂ、１２Ｃ、１２Ｄ、１２Ｅを積層状態に保つ
構造は特に限定されない。例えば、複数の偏平配線部材１２Ａ、１２Ｂ、１２Ｃ、１２Ｄ
、１２Ｅの積層体の周囲に粘着テープ等の結束部材が巻付けられる構成であってもよい。
また、複数の偏平配線部材１２Ａ、１２Ｂ、１２Ｃ、１２Ｄ、１２Ｅがそれらの間に介在
する接着剤、両面テープ等によって接着されてもよい。また、複数の偏平配線部材１２Ａ
、１２Ｂ、１２Ｃ、１２Ｄ、１２Ｅの両側部のシート材１８が溶着、粘着テープ、接着剤
等によって接合されること、或は、クランプ等によって重ね合せ状態に保たれる構成であ
ってもよい。
【００４９】
　また、本実施形態においては、複数の偏平配線部材１２Ａ、１２Ｂ、１２Ｃ、１２Ｄ、
１２Ｅのうち前記積層方向における両外側のものである偏平配線部材１２Ａ、１２Ｅのシ
ート材１８が外側を向くように配置されている。より具体的には、複数の偏平配線部材１
２Ａ、１２Ｂ、１２Ｃ、１２Ｄについては、シート材１８が下側に配置されている。偏平
配線部材１２Ｅについては、上下反転されて、シート材１８が上側に配置されている。こ
のため、複数の偏平配線部材１２Ａ、１２Ｂ、１２Ｃ、１２Ｄ、１２Ｅの積層体を全体と
して観察すると、積層方向両側には、シート材１８が積層方向外側に位置している。この
ため、絶縁電線１４、１５は、両外側のシート材１８の間に配設された構成となっている
。
【００５０】
　図５は、比較例として、複数の偏平配線部材５０のそれぞれのシート材１８に比較的太
い絶縁電線１４と比較的細い絶縁電線１５とを混在させ、これを積層した形態を示してい
る。この場合、各シート材１８の全ての間には、比較的太い絶縁電線１４に合せた間隔Ｄ
１が設けられることになる。
【００５１】
　これに対して、本実施形態では、偏平配線部材１２Ａのシート材１８と偏平配線部材１
２Ｂのシート材１８との間には、比較的太い絶縁電線１４の直径に応じた間隔Ｄ１が設け
られる。偏平配線部材１２Ｂのシート材１８と偏平配線部材１２Ｃのシート材１８との間
には、比較的太い絶縁電線１４の直径に応じた間隔Ｄ１が設けられる。しかしながら、偏
平配線部材１２Ｃのシート材１８と偏平配線部材１２Ｄのシート材１８との間には、比較
的細い絶縁電線１５の直径に応じた間隔Ｄ２が設けられることになる。また、偏平配線部
材１２Ｄのシート材１８と偏平配線部材１２Ｅのシート材１８との間には、太い絶縁電線
１４が存在しないため、比較的細い絶縁電線１５の直径の２倍に応じた間隔（Ｄ２＋Ｄ２
）が設けられることになる。
【００５２】
　このため、偏平配線部材１２Ｃのシート材１８と偏平配線部材１２Ｄのシート材１８と
の間隔Ｄ２、偏平配線部材１２Ｄのシート材１８と偏平配線部材１２Ｅのシート材１８と
の間隔（Ｄ２＋Ｄ２）を、比較的細い絶縁電線１５を１層又は２層に配設可能な比較的小
さい間隔とできる分、小さくできる。結果、複数の偏平配線部材１２Ａ、１２Ｂ、１２Ｃ
、１２Ｄ、１２Ｅの厚みをなるべく小さくできることになる。
【００５３】
　以上のように構成された積層型配線部材１０によると、複数の偏平配線部材１２Ａ、１
２Ｂ、１２Ｃ、１２Ｄ、１２Ｅの積層方向において、複数の絶縁電線１４、１５のうち太
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さが異なる絶縁電線１４、１５ものが併存するように配置されているため、比較的太い絶
縁電線１４が前記積層方向において並んで配置されることが抑制される。このため、偏平
配線部材１２Ａ、１２Ｂ、１２Ｃ、１２Ｄ、１２Ｅを積層した積層型配線部材の厚みをな
るべく小さくできる。これにより、積層型配線部材１０の省スペース配線が可能となる。
【００５４】
　具体的には、比較的太い複数の絶縁電線１４が第１偏平配線部材１２Ａに含まれており
、第２偏平配線部材１２Ｃ、１２Ｄ、１２Ｅに含まれる複数の絶縁電線１５は、第１偏平
配線部材１２Ａに含まれる絶縁電線１４よりも細い。このため、第１偏平配線部材１２Ａ
と第２偏平配線部材１２Ｃ、１２Ｄ、１２Ｅとを含む複数の偏平配線部材１２Ａ、１２Ｂ
、１２Ｃ、１２Ｄ、１２Ｅを積層した形態において、その積層方向において、比較的太い
複数の絶縁電線１４が並んで配置されることが抑制され、太い絶縁電線１４と細い絶縁電
線１５とが併存するようになる。このため、偏平配線部材１２Ａ、１２Ｂ、１２Ｃ、１２
Ｄ、１２Ｅを積層した積層型配線部材１０の厚みをなるべく小さくできる。
【００５５】
　また、偏平配線部材１２Ａ、１２Ｂ、１２Ｃ、１２Ｄ、１２Ｅは、シート材１８の一方
主面に複数の絶縁電線１４、１５を保持した構成であるため、シート材１８に複数の絶縁
電線１４、１５を配設することで、偏平配線部材を容易に実現できる。
【００５６】
　また、複数の偏平配線部材１２Ａ、１２Ｂ、１２Ｃ、１２Ｄ、１２Ｅのうち積層方向に
おける両外側の偏平配線部材１２Ａ、１２Ｅのシート材１８が外側を向くように配置され
ているため、シート材１８によって絶縁電線１４、１５を保護することができる。また、
絶縁電線１４、１５が積層型配線部材１０から外部に飛出し難くなる。
【００５７】
　なお、第１実施形態に係る積層型配線部材１０は、図６に示す変形例に係る積層型配線
部材１１０のように、絶縁電線１４、１５、１６の太さが３段階以上変化する場合にも適
用可能である。
【００５８】
　ここでは、絶縁電線１４が最も太く、絶縁電線１５が最も細く、絶縁電線１６がそれら
の間の中間の太さであるとする。偏平配線部材１１２Ａには比較的太い絶縁電線１４が含
まれ、偏平配線部材１１２Ｂには比較的太い絶縁電線１５及び中間程度の太さの絶縁電線
１６が含まれ、偏平配線部材１１２Ｃには中間程度の太さの絶縁電線１６及び比較的細い
絶縁電線１５が含まれ、偏平配線部材１１２Ｄ、１１２Ｅには、比較的細い絶縁電線１５
が含まれる。
【００５９】
　この場合、偏平配線部材１１２Ａが、比較的太い複数の絶縁電線１４を含む第１偏平配
線部材１１２Ａであり、偏平配線部材１１２Ｃが、絶縁電線１４よりも細い絶縁電線１５
、１６を含む第２偏平配線部材１１２Ｃであり、偏平配線部材１１２Ｄ、１１２Ｅも、絶
縁電線１４よりも細い絶縁電線１５を含む第２偏平配線部材１１２Ｄ、１１２Ｅであると
捉えることができる。
【００６０】
　また、偏平配線部材１１２Ｂが、比較的太い複数の絶縁電線１４及び中間程度の太さの
絶縁電線１６を含む第１偏平配線部材１１２Ｂであり、偏平配線部材１１２Ｄ、１１２Ｅ
が、第１偏平配線部材１１２Ｂに含まれる絶縁電線１４、１６よりも細い絶縁電線１５を
含む第２偏平配線部材１１２Ｄ、１１２Ｅであると捉えることもできる。
【００６１】
　いずれにせよ、積層方向において、相対的に太い絶縁電線１４、或は、中間程度の絶縁
電線１６だけが積層方向に並ぶことなく、それらと細い絶縁電線１４が混じった状態で配
設されるため、積層型配線部材１１０をなるべく薄くすることができる。
【００６２】
　｛第２実施形態｝
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　第２実施形態に係る積層型配線部材２１０について説明する。図７は積層型配線部材２
１０を示す概略断面図である。なお、本実施の形態の説明において、第１実施形態で説明
したものと同様構成要素については同一符号を付してその説明を省略する。
【００６３】
　積層型配線部材２１０は、積層された複数の偏平配線部材２１２Ａ、２１２Ｂ、２１２
Ｃ、２１２Ｄ、２１２Ｅを備える。
【００６４】
　複数の偏平配線部材２１２Ａ、２１２Ｂ、２１２Ｃ、２１２Ｄ、２１２Ｅは、複数の偏
平配線部材１２Ａ、１２Ｂ、１２Ｃ、１２Ｄ、１２Ｅと同様構成であり、複数の線状伝送
部材の一例としての絶縁電線１４、１５と、ベース部材１８とを備える。
【００６５】
　上記偏平配線部材２１２Ａには、比較的太い複数の絶縁電線１４が保持されている。な
お、偏平配線部材２１２Ａは、第１実施形態で説明した第１偏平配線部材２１２Ａの一例
と捉えることもできる。
【００６６】
　また、偏平配線部材２１２Ｄ、２１２Ｅは、比較的細い複数の絶縁電線１５が保持され
ている。なお、偏平配線部材２１２Ｄ、２１２Ｅは、第１偏平配線部材２１２Ａに含まれ
る絶縁電線１４よりも細い絶縁電線１５を含む第２偏平配線部材２１２Ｄ、２１２Ｅの一
例と捉えることもできる。
【００６７】
　偏平配線部材２１２Ｂ、２１２Ｃには、太さが異なる複数の絶縁電線１４、１５が保持
されている。このため、偏平配線部材２１２Ｂは、太さが異なる複数の絶縁電線１４、１
５を含む第１併存偏平配線部材２１２Ｂの一例である。また、偏平配線部材２１２Ｃも太
さが異なる複数の絶縁電線１４、１５を含む第２併存偏平配線部材２１２Ｃの一例である
。
【００６８】
　積層型配線部材２１０においては、複数の偏平配線部材２１２Ａ、２１２Ｂ、２１２Ｃ
、２１２Ｄ、２１２Ｅの積層方向（それらの厚み方向でもある）において、複数の絶縁電
線１４、１５のうち太さが異なるものが併存するように配置されている。
【００６９】
　ここでは、複数の偏平配線部材２１２Ａ、２１２Ｂ、２１２Ｃ、２１２Ｄ、２１２Ｅが
、その順で下から上に並ぶように積層されている。この状態で、複数の偏平配線部材２１
２Ａ、２１２Ｂ、２１２Ｃ、２１２Ｄ、２１２Ｅのそれぞれにおける複数の絶縁電線１４
、１５の並列保持部分が、並列方向を揃えた状態で同じ領域上で重なって配置されている
。
【００７０】
　ここでは、上記したように、第１併存偏平配線部材２１２Ｂには、太さが異なる絶縁電
線１４、１５が保持されている。第１併存偏平配線部材２１２Ｂにおいては、シート材１
８の幅方向両側に少なくとも１本（それぞれに２本）の比較的太い絶縁電線１４が保持さ
れ、その中間部に、少なくとも１本（ここでは２本）の比較的細い絶縁電線１５が保持さ
れている。
【００７１】
　また、第２併存偏平配線部材２１２Ｃには、太さが異なる絶縁電線１４、１５が保持さ
れている。第２併存偏平配線部材２１２Ｃにおいては、シート材１８の幅方向両側に少な
くとも１本（それぞれに２本）の比較的細い絶縁電線１５が保持され、その中間部に、少
なくとも１本（ここでは２本）の比較的太い絶縁電線１４が保持されている。
【００７２】
　シート材１８の幅方向において観察すると、第１併存偏平配線部材２１２Ｂのうち比較
的太い絶縁電線１４が配置される部分は、第２併存偏平配線部材２１２Ｃのうち比較的細
い絶縁電線１５が配置される部分に対応している。また、第１併存偏平配線部材２１２Ｂ
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のうち比較的細い絶縁電線１５が配置される部分は、第２併存偏平配線部材２１２Ｃのう
ち比較的太い絶縁電線１４が配置される部分に対応している。
【００７３】
　また、本実施形態においては、第１併存偏平配線部材２１２Ｂ及び第２併存偏平配線部
材２１２Ｃが、それぞれのシート材１８を互いに反対側に向けた姿勢で隣接している。す
なわち、第１併存偏平配線部材２１２Ｂは、偏平配線部材２１２Ａと同じ向きで当該偏平
配線部材２１２Ａ上に重ねられ、第２併存偏平配線部材２１２Ｃは、表裏反転させた状態
で、第１併存偏平配線部材２１２Ｂ上に重ねられている。
【００７４】
　そして、第１併存偏平配線部材２１２Ｂ及び第２併存偏平配線部材２１２Ｃの関係で観
察すると、第１併存偏平配線部材２１２Ｂに含まれる複数の絶縁電線１４、１５のうち相
対的に細い絶縁電線１５が配置される部分に対応する位置（幅方向中央）に、第２併存偏
平配線部材２１２Ｃに含まれる絶縁電線１４、１５のうち相対的に太い絶縁電線１４が配
置されている。すなわち、第１併存偏平配線部材２１２Ｂを観察すると、複数の絶縁電線
１４、１５のうち相対的に細い絶縁電線１５が配置される部分には、相対的に太い絶縁電
線１４よりも凹む空間が形成される。そこで、第２偏平配線部材２１２Ｃによって保持さ
れる複数の絶縁電線１４、１５のうち相対的に太い絶縁電線１４によって生じる出っ張り
部分を、当該凹んだ空間に配置するようにしている。なお、２つの絶縁電線の関係に関し
て前記積層方向において対応する位置に配設される場合とは、例えば、前記積層方向にお
いて２つの絶縁電線が幅方向に重なって配設される位置関係にある場合である。
【００７５】
　逆に、第２併存偏平配線部材２１２Ｃに含まれる複数の絶縁電線１４、１５のうち相対
的に細い絶縁電線１５が配置される部分に対応する位置（幅方向両側）に、第１併存偏平
配線部材２１２Ｂに含まれる絶縁電線１４、１５のうち相対的に太い絶縁電線１４が配置
されている。すなわち、第２併存偏平配線部材２１２Ｃを観察すると、複数の絶縁電線１
４、１５のうち相対的に細い絶縁電線１５が配置される部分（幅方向両側）には、相対的
に太い絶縁電線１４よりも凹む空間が形成される。そこで、第１偏平配線部材２１２Ｂに
よって保持される複数の絶縁電線１４、１５のうち相対的に太い絶縁電線１４によって生
じる出っ張り部分を、当該凹んだ空間に配置するようにしている。
【００７６】
　つまり、第１併存偏平配線部材２１２Ｂ及び第２併存偏平配線部材２１２Ｃとの関係に
関して、相対的に太い絶縁電線１４によって生じる出っ張り部分と、相対的に細い絶縁電
線１５によって生じる凹んだ部分とを互違いに設ける構成とすることで、上記出っ張り部
分を、凹んだ部分に収容し、全体として厚み寸法がなるべく小さくなるようにしている。
【００７７】
　第１併存偏平配線部材２１２Ｂ及び第２併存偏平配線部材２１２Ｃに着目すると、積層
方向において、太さが異なる複数の絶縁電線１４、１５が併存しており、従って、積層型
配線部材２１０全体としてみても、積層方向において、太さが異なる複数の絶縁電線１４
、１５が併存している。
【００７８】
　なお、本実施形態においても、偏平配線部材２１２Ａには、比較的太い絶縁電線１４が
保持されている。偏平配線部材２１２Ｄ、２１２Ｅには、比較的細い絶縁電線１５が保持
されている。このため、複数の偏平配線部材２１２Ａ、２１２Ｂ、２１２Ｃ、２１２Ｄ、
２１２Ｅの積層体を、その積層方向において観察すると、比較的太い絶縁電線１４の上方
に比較的細い絶縁電線１５が配置されており、この点からも、太さが異なる絶縁電線１４
、１５が併存するように配置された構成となっている。かかる構成によって、上記第１実
施形態と同様に、前記積層方向において、比較的太い複数の絶縁電線１４だけが並ぶこと
が抑制され、もって、積層体の薄型化が図られる。
【００７９】
　また、本実施形態においても、複数の偏平配線部材２１２Ａ、２１２Ｂ、２１２Ｃ、２
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１２Ｄ、２１２Ｅのうち前記積層方向における両外側のものである偏平配線部材２１２Ａ
、２１２Ｅのシート材１８が外側を向くように配置されている。これにより、絶縁電線１
４、１５は、両外側のシート材１８の間に配設された構成となっている。
【００８０】
　本実施形態においては、偏平配線部材２１２Ｂと偏平配線部材２１２Ｃとの間隔は太い
絶縁電線１４の直径と細い絶縁電線１５の直径との和に応じた間隔（Ｄ１＋Ｄ２）となる
ため、積層型配線部材２１０の厚みをなるべく小さくできる。
【００８１】
　また、偏平配線部材２１２Ａのシート材１８と偏平配線部材２１２Ｂのシート材１８と
の間隔は、太い絶縁電線１４の直径に応じた間隔Ｄ１となり、偏平配線部材２１２Ｃのシ
ート材１８と偏平配線部材２１２Ｄのシート材１８とは接した状態となる。偏平配線部材
２１２Ｄと偏平配線部材２１２Ｅと間には太い絶縁電線１４が存在しないため、それらの
間隔は細い絶縁電線１５の直径の２倍に応じた間隔（Ｄ２＋Ｄ２）となる。この点からも
、積層型配線部材２１０の厚みをなるべく小さくできる。
【００８２】
　以上のように構成された積層型配線部材２１０によると、複数の偏平配線部材２１２Ａ
、２１２Ｂ、２１２Ｃ、２１２Ｄ、２１２Ｅの積層方向において、複数の絶縁電線１４、
１５のうち太さが異なる絶縁電線１４、１５ものが併存するように配置されているため、
比較的太い絶縁電線１４が前記積層方向において並んで配置されることが抑制される。こ
のため、偏平配線部材２１２Ａ、２１２Ｂ、２１２Ｃ、２１２Ｄ、２１２Ｅを積層した積
層型配線部材の厚みをなるべく小さくできる。これにより、積層型配線部材１０の省スペ
ース配線が可能となる。
【００８３】
　具体的には、複数の偏平配線部材２１２Ａ、２１２Ｂ、２１２Ｃ、２１２Ｄ、２１２Ｅ
が、複数の線状伝送部材として太さが異なる複数の絶縁電線１４、１５を含む第１併存偏
平配線部材２１２Ｂ及び第２併存偏平配線部材２１２Ｃとを備え、第１併存偏平配線部材
２１２Ｂに含まれる複数の絶縁電線１４、１５のうち相対的に細い絶縁電線１５が配置さ
れる部分に対応する位置に、第２併存偏平配線部材２１２Ｃに含まれる複数の絶縁電線１
４、１５のうち相対的に太い絶縁電線１４が配置されているため、それらをなるべく小さ
い厚み寸法で積層した形態とすることができる。
【００８４】
　しかも、第１併存偏平配線部材２１２Ｂ及び第２併存偏平配線部材２１２Ｃが、それぞ
れのシート材１８を互いに反対側に向けた姿勢で隣接しているため、第１併存偏平配線部
材２１２Ｂに含まれる複数の絶縁電線１４、１５のうち相対的に細い絶縁電線１４が配置
される部分によって生じた隙間に、第２併存偏平配線部材２１２Ｃに含まれる複数の絶縁
電線１４、１５のうち相対的に太い絶縁電線１５を効率よく配置することができる。
【００８５】
　また、上記第１実施形態と同様に、比較的太い複数の絶縁電線１４が第１偏平配線部材
２１２Ａに含まれ、第２偏平配線部材２１２Ｄ、２１２Ｅに含まれる複数の絶縁電線１５
は、第１偏平配線部材２１２Ａに含まれる絶縁電線１４よりも細いため、この点からも、
積層型配線部材１０の厚みをなるべく小さくできる。
【００８６】
　また、偏平配線部材２１２Ａ、２１２Ｂ、２１２Ｃ、２１２Ｄ、２１２Ｅは、シート材
１８の一方主面に複数の絶縁電線１４、１５を保持した構成であるため、シート材１８に
複数の絶縁電線１４、１５を配設することで、偏平配線部材を容易に実現できる。
【００８７】
　また、複数の偏平配線部材２１２Ａ、２１２Ｂ、２１２Ｃ、２１２Ｄ、２１２Ｅのうち
積層方向における両外側の偏平配線部材２１２Ａ、２１２Ｅのシート材１８が外側を向く
ように配置されているため、シート材１８によって絶縁電線１４、１５を保護することが
できる。また、絶縁電線１４、１５が積層型配線部材１０から外部に飛出し難くなる。
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【００８８】
　なお、第２実施形態に係る積層型配線部材２１０は、図８に示す変形例に係る積層型配
線部材３１０のように、絶縁電線１４、１５、１６の太さが３段階以上変化する場合にも
適用可能である。
【００８９】
　ここでは、絶縁電線１４が最も太く、絶縁電線１５が最も細く、絶縁電線１６がそれら
の間の中間の太さであるとする。上記実施形態と異なる点は、偏平配線部材２１２Ｂに対
応する偏平配線部材（第１併存偏平部材）３１２Ｂにおいて、シート材１８の幅方向中央
に比較的細い絶縁電線１５に代えて、中間程度の太さの絶縁電線１６が保持されているこ
とである。
【００９０】
　この場合においても、第１併存偏平配線部材３１２Ｂに含まれる複数の絶縁電線１４、
１６のうち相対的に細い絶縁電線１６が配置される部分に対応する位置に、第２併存偏平
配線部材２１２Ｃに含まれる複数の絶縁電線１４、１５のうち相対的に太い絶縁電線１４
を配置することができ、上記と同様に、積層型配線部材３１０の厚み寸法をなるべく小さ
くできる。
【００９１】
　また、上記第２実施形態のように、第１併存偏平配線部材２１２Ｂ及び第２併存偏平配
線部材２１２Ｃが、シート材１８を互いに反対側に向けた状態となっていることは必要で
はない。例えば、図９に示す変形例に係る積層型配線部材４１０のように、シート材１８
が柔軟に変形可能であれば、第２併存偏平配線部材２１２Ｃのシート材１８は、第１併存
偏平配線部材２１２Ｂの細い絶縁電線１５によって生じる空間に応じた形状に応じて変形
し、第２併存偏平配線部材２１２Ｃの太い絶縁電線１４分の出っ張りを当該第１併存偏平
配線部材２１２Ｂの細い絶縁電線１５によって生じる空間に配置することができる。
【００９２】
　｛変形例｝
　上記各実施形態及び各変形例では、線状伝送部材が絶縁電線である例で説明したが、こ
れに限られない。線状伝送部材は、電気又は光等を伝送する線状の部材であってもよい。
例えば、線状伝送部材は、芯線と芯線の周囲の被覆とを有する一般電線であってもよいし
、裸導線、シールド線、エナメル線、ニクロム線、光ファイバ等であってもよい。
【００９３】
　電気を伝送する線状伝送部材としては、各種信号線、各種電力線であってもよい。
【００９４】
　また、偏平配線部材は、並列した線状導体（線状伝送部材）をフィルム等の絶縁被覆（
ベース部材）で被覆したフレキシブルフラットケーブル（ＦＦＣ）であってもよいし、樹
脂フィルム等の絶縁部材（ベース部材）に印刷回路（線状伝送部材）を形成したフレキシ
ブルプリント回路基板（ＦＰＣ）であってもよいし、絶縁電線を並列状態で接合したフラ
ットケーブル（絶縁電線内部の芯線自体が線状伝送部材であり、並列状態に接合された絶
縁被覆がベース部材）等であってもよい。これらの場合であっても、内部の導体の太さが
異なれば、上記と同様に適用可能である。
【００９５】
　なお、上記各実施形態及び各変形例で説明した各構成は、相互に矛盾しない限り適宜組
合わせることができる。
【００９６】
　以上のようにこの発明は詳細に説明されたが、上記した説明は、すべての局面において
、例示であって、この発明がそれに限定されるものではない。例示されていない無数の変
形例が、この発明の範囲から外れることなく想定され得るものと解される。
【符号の説明】
【００９７】
　１０、１１０、２１０、３１０、４１０　　積層型配線部材
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　１２Ａ　　偏平配線部材（第１偏平配線部材）
　１２Ｂ　　偏平配線部材
　１２Ｃ　　偏平配線部材（第２偏平配線部材）
　１２Ｄ　　偏平配線部材（第２偏平配線部材）
　１２Ｅ　　偏平配線部材（第２偏平配線部材）
　１４、１５、１６　　線状伝送部材（絶縁電線）
　１８　　ベース部材（シート材）
　１１２Ａ　　偏平配線部材（第１偏平配線部材）
　１１２Ｂ　　偏平配線部材（第１偏平配線部材）
　１１２Ｃ　　偏平配線部材（第２偏平配線部材）
　１１２Ｄ　　偏平配線部材
　１１２Ｅ　　偏平配線部材
　２１２Ａ　　偏平配線部材（第１偏平配線部材）
　２１２Ｂ　　偏平配線部材（第１偏平配線部材、第１併存偏平配線部材）
　２１２Ｃ　　偏平配線部材（第２偏平配線部材、第２併存偏平配線部材）
　２１２Ｄ　　偏平配線部材（第２偏平配線部材）
　２１２Ｅ　　偏平配線部材（第２偏平配線部材）
　３１２Ｂ　　第１併存偏平配線部材

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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