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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回路基板の面方向と直交する面に沿って配列された枠体と、前記枠体の開口面に位置さ
れるカバーとを含み、前記回路基板をシールドするシールドケースと、
　前記回路基板の面方向に沿って同軸コネクタが固定された状態で、前記回路基板の面方
向と直交する方向から前記回路基板を収容可能とするように、前記シールドケースの所定
の位置に設けられた切り欠き部と、
　前記カバーの所定の位置を前記枠体に向けて折り曲げることにより形成されるもので、
前記切り欠き部により形成される開口部の一部をカバーする遮蔽部とを具備することを特
徴とする送受信装置。
【請求項２】
　同軸コネクタが取り付けられた第１の回路基板と、
　前記第１の回路基板をシールドする第１のシールドケースと、
　前記第１のシールドケースを保持する第２の回路基板と、
　前記第２の回路基板の面方向と直交する面に沿って配列された枠体と、前記枠体の開口
面に位置されるカバーとを含み、前記第２の回路基板を前記第１のシールドケースととも
にシールドする第２のシールドケースと、
　前記第２の回路基板の面方向に沿って前記同軸コネクタが固定された状態で、前記第２
の回路基板の面方向と直交する方向から前記第２の回路基板及び前記第１のシールドケー
スを収容可能とするように、前記第２のシールドケースの所定の位置に設けられた切り欠
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き部と、
　前記カバーの所定の位置を前記枠体に向けて折り曲げることにより形成されるもので、
前記切り欠き部により形成される開口部の一部をカバーする遮蔽部とを具備することを特
徴とする送受信装置。
【請求項３】
　回路基板の面方向と直交する面に沿って配列された枠体と、前記枠体の開口面に位置さ
れるカバーとを含み、前記回路基板をシールドするシールドケースと、
　前記回路基板の面方向に沿って同軸コネクタが固定された状態で、前記回路基板の面方
向と直交する方向から前記回路基板を収容可能とするように、前記シールドケースの所定
の位置に設けられた切り欠き部と、
　前記カバーの所定の位置を前記枠体に向けて折り曲げることにより形成されるもので、
前記切り欠き部により形成される開口部の一部をカバーする遮蔽部とを具備することを特
徴とするケーブルモデムモジュール装置。
【請求項４】
　同軸コネクタが取り付けられた第１の回路基板と、
　前記第１の回路基板をシールドする第１のシールドケースと、
　前記第１のシールドケースを保持する第２の回路基板と、
　前記第２の回路基板の面方向と直交する面に沿って配列された枠体と、前記枠体の開口
面に位置されるカバーとを含み、前記第２の回路基板を前記第１のシールドケースととも
にシールドする第２のシールドケースと、
　前記第２の回路基板の面方向に沿って前記同軸コネクタが固定された状態で、前記第２
の回路基板の面方向と直交する方向から前記第２の回路基板及び前記第１のシールドケー
スを収容可能とするように、前記第２のシールドケースの所定の位置に設けられた切り欠
き部と、
　前記カバーの所定の位置を前記枠体に向けて折り曲げることにより形成されるもので、
前記切り欠き部により形成される開口部の一部をカバーする遮蔽部とを具備することを特
徴とするケーブルモデムモジュール装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、同軸コネクタを介して入力される信号を処理する回路基板および回路基板に
設けられた信号端子から入力信号または出力信号に重畳されることのある不要輻射を低減
可能な送受信装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
ＲＦケーブル（同軸コネクタ）により外部から信号を受信し、または内部回路で処理され
た信号を外部へ送信する送受信装置においては、回路基板は、電磁波の不要輻射を遮蔽す
る効果のある金属等により形成されたシールドケースに収容されている。これにより、回
路基板で処理される受信信号や、回路基板内で生成される信号に、不要輻射が重畳される
ことが抑止される。
【０００３】
しかしながら、送受信装置の小型化の要求に従って、回路基板をシールドするシールドケ
ースと送受信装置の外装ケースとの間の余裕分が低減されていることから、例えば、シー
ルドケースを送受信装置にセットしたのち、シールドケースの所定の位置にＲＦコネクタ
を取り付ける等の工程上の工夫が必要である。
【０００４】
なお、Ｆ型接栓（ＲＦコネクタ）が設けられた高周波回路基板の両面を第１，第２のシー
ルド板で挟み込むとともに、その外側を、樹脂製のケース本体およびカバーにより雨水が
入り込まないようにした電子機器用ケースが提案されている（例えば、特許文献１参照）
。
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【０００５】
また、アンテナ接続用コネクタが設けられた回路基板組立体の周囲を囲む金属がメッキさ
れた樹脂製の固定枠と、固定枠および回路基板組立体を挟み込む金属ケースを有する薄型
無線装置が提案されている（例えば、特許文献２参照）。
【０００６】
さらに、基板の周囲を、弾性を有する樹脂材でモールドした上下カバー（側面を含む）と
フロントパネルとリヤパネルとにより覆ったモデム筐体の組立構造が提案されている（例
えば、特許文献３参照）。
【０００７】
また、同軸ケーブル取り付け部が一体に設けられた基板の４面をシールド板で覆って通信
品位を高めた送受信一体型高周波装置が提案されている（例えば、特許文献４参照）。
【０００８】
【特許文献１】
特開平８－３２２６７号公報（図１、図２、段落［００１１］、［００１３］、［００１
４］）。
【０００９】
【特許文献２】
特開平１０－７５０８２号公報（図５～図７、図１１、図１２、段落［００１４］～［０
０１５］、［００２３］、［００２８］）。
【００１０】
【特許文献３】
特開平３－２２４２９５号公報（第１図、第３頁左下欄第１行ないし同欄第２０行、請求
項１）。
【００１１】
【特許文献４】
特開２００２－１６５２４号公報（図１、図６、段落［００６１］～［００６８］、請求
項１１）。
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、特許文献１ないし４にいずれかまたは少なくとも２つもしくは３つあるいは全
てを組み合わせて回路基板をシールドしたとしても、不要輻射を完全に抑止することは困
難である。
【００１３】
また、上述の通り、送受信装置の小型化の要求に従って、回路基板をシールドするシール
ドケースと送受信装置の外装ケースとの間の余裕分が低減されていることに起因して、Ｒ
Ｆコネクタを取り付ける工程に工夫が必要となり、あるいは作業性が低下する等により、
組立効率が低下する問題がある。
【００１４】
なお、例えば回路基板からの端子群がＲＦコネクタと異なる方向に延出されている場合、
ＲＦコネクタと回路基板とをシールドケースに収容した状態で、余裕分（隙間）の少ない
外装ケース内に収納しようとすると、端子（群）が折れたり変形する問題がある。
【００１５】
この発明の目的は、作業ミスが生じにくく、高い組立作業性が得られ、しかも不要輻射を
低減可能で、通信品位の高い信号の送受信が可能な送受信装置を提供することである。
【００１６】
【課題を解決するための手段】
　この発明に係る送受信装置は、回路基板の面方向と直交する面に沿って配列された枠体
と、枠体の開口面に位置されるカバーとを含み、回路基板をシールドするシールドケース
と；回路基板の面方向に沿って同軸コネクタが固定された状態で、回路基板の面方向と直
交する方向から回路基板を収容可能とするように、シールドケースの所定の位置に設けら
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れた切り欠き部と；カバーの所定の位置を枠体に向けて折り曲げることにより形成される
もので、切り欠き部により形成される開口部の一部をカバーする遮蔽部とを備えるように
したものである。
【００１７】
　また、この発明に係る送受信装置は、同軸コネクタが取り付けられた第１の回路基板と
；第１の回路基板をシールドする第１のシールドケースと；第１のシールドケースを保持
する第２の回路基板と；第２の回路基板の面方向と直交する面に沿って配列された枠体と
、枠体の開口面に位置されるカバーとを含み、第２の回路基板を前記第１のシールドケー
スとともにシールドする第２のシールドケースと；第２の回路基板の面方向に沿って同軸
コネクタが固定された状態で、第２の回路基板の面方向と直交する方向から第２の回路基
板及び第１のシールドケースを収容可能とするように、第２のシールドケースの所定の位
置に設けられた切り欠き部と；カバーの所定の位置を枠体に向けて折り曲げることにより
形成されるもので、切り欠き部により形成される開口部の一部をカバーする遮蔽部とを備
えるようにしたものである。
【００１８】
　さらに、この発明に係るケーブルモデムモジュール装置は、回路基板の面方向と直交す
る面に沿って配列された枠体と、枠体の開口面に位置されるカバーとを含み、回路基板を
シールドするシールドケースと；回路基板の面方向に沿って同軸コネクタが固定された状
態で、回路基板の面方向と直交する方向から回路基板を収容可能とするように、シールド
ケースの所定の位置に設けられた切り欠き部と；カバーの所定の位置を枠体に向けて折り
曲げることにより形成されるもので、切り欠き部により形成される開口部の一部をカバー
する遮蔽部とを備えるようにしたものである。
【００１９】
　また、この発明に係るケーブルモデムモジュール装置は、同軸コネクタが取り付けられ
た第１の回路基板と；第１の回路基板をシールドする第１のシールドケースと；第１のシ
ールドケースを保持する第２の回路基板と；第２の回路基板の面方向と直交する面に沿っ
て配列された枠体と、枠体の開口面に位置されるカバーとを含み、第２の回路基板を第１
のシールドケースとともにシールドする第２のシールドケースと；第２の回路基板の面方
向に沿って同軸コネクタが固定された状態で、第２の回路基板の面方向と直交する方向か
ら第２の回路基板及び第１のシールドケースを収容可能とするように、第２のシールドケ
ースの所定の位置に設けられた切り欠き部と；カバーの所定の位置を枠体に向けて折り曲
げることにより形成されるもので、切り欠き部により形成される開口部の一部をカバーす
る遮蔽部とを備えるようにしたものである。
【００２１】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照しながら本発明の実施の形態について説明する。
【００２２】
図１に示されるように、例えばＣＡＴＶ網に接続され、予め契約された加入者に映像プロ
グラムや音楽プログラムまたは文字データを受信し、また加入者から入力される情報を送
信元に伝送可能なデータ通信用の通信端末である送受信装置として、ケーブルモデム装置
が知られている。なお、センター局から各端末（加入者）には、例えば９０～８６０ＭＨ
ｚ程度の高周波の受信信号（下り信号）で映像プログラムや文字データが配信される。ま
た、各端末からセンター局には、例えば５～６５ＭＨｚ程度の高周波の送信信号（上り信
号）で情報が送信可能である。
【００２３】
ケーブルモデム装置またはケーブルモデムモジュールを実装したＣＡＴＶ端末装置１は、
図１に一例を示すが、例えば外装ケース２、主回路基板３、電源回路基板４、ケーブルモ
デムユニット（ケーブルモデムモジュール）５、フロントパネル６およびリヤパネル７等
からなる。なお、フロントパネル６には、詳述しないが、例えば受信チャンネルやセンタ
ー局からのメール等の着信の有無を表示する表示装置、電源スイッチ、音声出力用のフォ
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ノジャックあるいは遠隔操作用リモート端末（リモコン）からの制御信号を受信する受光
部（窓）等が配置されている。また、リヤパネル７には、詳述しないが、例えばＣＲＴ（
テレビモニタ）装置やディスプレイ装置に映像信号を出力する映像出力端子群、テレビモ
ニタ装置や音声増幅装置（オーディオアンプ）等に音声信号を出力する音声端子群、電源
回路基板４に商用電源を供給可能なＡＣライン、および以下に説明するが、ケーブルモデ
ムユニット５の所定の位置に設けられているＲＦコネクタ等が配置されている。
【００２４】
ケーブルモデムユニットすなわちケーブルモデムモジュール５は、図２に概略ブロックを
示すが、例えばセンター局（ケーブルテレビ（ＣＡＴＶ）配信局）との間の信号の送受信
に利用されるＲＦ（同軸）ケーブルが接続されるＲＦコネクタ（同軸コネクタ）５１、以
下に説明するさまざまな回路および機能ブロックが配置される回路基板２１、ＲＦコネク
タ５１により入出力される高周波信号を処理するチューナ部２２、チューナ部２２を介し
て周波数変換された下り信号（アナログ信号）をデジタル信号に変換するＡ／Ｄコンバー
タ２３、Ａ／Ｄコンバータ２３を介してデジタル信号に変換された下り信号を復調してデ
ータ化する復調部２４、上り信号（デジタル信号）を生成するＭＡＣ（Media Access Con
trol）部２５、ＭＡＣ部２５により生成された上り信号をアナログ信号に変換するＤ／Ａ
コンバータ２６、ＭＡＣ部２５に入力された下り信号を外部装置に出力するためのイーサ
ネット規格等に準拠したインタフェース２７、個々の回路および機能ブロックの動作を制
御する主制御回路（マイクロコンピュータ）２８およびメモリ２９等からなる。なお、ケ
ーブルモデムユニット５は、主回路基板３の所定位置に、例えばリヤパネル７の所定位置
からＲＦコネクタ５１を外部に向けて突出させた状態に配置されている。
【００２５】
ＲＦコネクタ５１は、回路基板２１の所定位置に、例えば半田により、あるいはカシメも
しくは接触子の接触等により、固定されている。なお、ＲＦコネクタ５１は、図示しない
が芯材（芯線）すなわち信号線が、例えば回路基板２１の面方向と平行な方向に向けた状
態で回路基板２１に（或は，芯材先端を回路基板２１に垂直に曲げ，回路基板２１に挿入
して）固定されている。また、ケーブルモデムユニット５を動作させるための電源は、主
回路基板３に設けられた電源回路基板４から供給される。
【００２６】
図３は、図１に示したＣＡＴＶ端末装置の主回路基板に配置されるケーブルモデムユニッ
トの機械的要素の特徴の一例を説明する概略図である。
【００２７】
図３に示されるように、ケーブルモデムユニット５は、図２を用いて説明した個々の回路
および機能ブロックが設けられている回路基板２１の面方向と直交する周囲４面を覆うと
ともに外部からの電磁波をシールドする金属ケース３１、４面体の金属ケース（枠体）３
１の一方の開口を覆う（すなわち開口に対して、例えば蓋状に位置される）とともに外部
からの電磁波をシールドする第１の平面部（第１のカバー）３２および金属ケース３１の
他の一方の開口を覆う（開口に対して、例えば蓋状に位置される）とともに外部からの電
磁波をシールドする第２の平面部（第２のカバー）３３により形成された６面体もしくは
類似した形状の筐体３４（と筐体３４内部に位置される回路基板２１）からなる。
【００２８】
回路基板２１の所定の位置には、図２を用いて説明した個々の回路およびブロックからの
信号および個々の回路およびブロックへの信号の入出力に利用される端子３５が、所定の
数だけ、配列されている。なお、個々の端子３５は、例えば貫通コンデンサ等を含み、外
来ノイズあるいは不要な信号に対するフィルタ機能を有する。
【００２９】
それぞれの端子３５は、４面体の金属ケース３１の所定の面を介して筐体３４の外部（金
属ケース３１の４面のうちの任意の一面）と接続可能に形成されている（実際の製造工程
から見ると、予め筐体３４の所定位置に固定された端子３５が回路基板２１に設けられた
詳述しない対応する孔に挿入され、例えば半田等により回路基板２１の所定のパターンと
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接続される）。すなわち、端子３５の金属ケース３１へ固定される側と反対側の端部（脚
部）は、回路基板２１に予め設けられている貫通孔の軸線方向と同じ方向に向けられてい
る。
【００３０】
筐体３４の所定の面すなわち４面体の金属ケース３１のうちの端子３５が固定される面と
は異なる面には、回路基板２１に固定されているＲＦコネクタ５１を筐体３４の外部に露
出可能とする切り欠き（切り欠き部）３４Ａが形成されている。
【００３１】
すなわち、４面体の金属ケース（枠体）３１の任意の一面に、ＲＦコネクタ５１に対応さ
れる切り欠き３４Ａを設けたことにより、回路基板２１の所定位置に予めＲＦコネクタ５
１を固定した状態で、ＲＦコネクタ５１の軸方向と直交する方向で、かつ端子３５の回路
基板２１の対応する孔に挿入される側の脚部が回路基板２１の貫通孔の軸線方向と平行と
なるように、金属ケース３１を回路基板２１に装着することが可能となる。
【００３２】
このように、回路基板２１の周囲を覆う４面体の金属ケース３１の任意の一面であって、
回路基板２１に固定されているＲＦコネクタ５１を避ける形状の切り欠き３４Ａを設ける
ことにより、同軸ケーブル用のコネクタ５１を持つ回路基板２１に端子３５を持つ金属ケ
ース３１を装着する際に、回路基板２１を傾斜することなく、金属ケース３１の開口面（
第１および第２のカバー３２，３３が装着される面）を水平に保ったまま、金属ケース３
１を、その開口面に対して垂直に挿入することが可能となる。換言すると、シールドケー
ス３４の４面体すなわち金属ケース３１の任意の１面に、ＲＦ（同軸）コネクタの軸線が
延出される方向と直交する方向から回路基板２１に対して金属ケース３１を装着可能に切
り欠き部（切り欠き）３４Ａを設けたことにより、シールドケース３４内に、回路基板２
１の面方向に沿って同軸コネクタ５１が固定された状態で回路基板２１の面方向と直交す
る方向から回路基板２１を収容するために、シールドケース３４が装着可能である。
【００３３】
この構成により、回路基板２１の所定の位置に挿入される端子３５を基板２１の対応する
貫通孔に確実に挿入可能で、しかも回路基板２１に端子３５の軸線の方向と異なる方向に
軸線が向けられて固定されているＲＦコネクタ５１とケース３１とが不所望に接したり、
端子３５の任意のまたは複数のもしくは全てが対応する貫通孔に挿入されずにその一部が
折れ曲がることが抑止される。
【００３４】
従って、ＲＦコネクタ５１または端子３５のいずれかまたは両者に不所望な傷が生じたり
端子３５が折れ曲がることが防止されるとともに、ＲＦコネクタ５１が固定されている回
路基板２１に複数の端子３５が予め取り付けられている金属ケース３１を装着する工程の
作業性が改善され、その工程に要求される作業時間が低減される。
【００３５】
このことは、ケーブルモデムユニット（ケーブルモデムモジュール）５およびケーブルモ
デムユニット５を含むＣＡＴＶ端末装置１の組立コストを低減可能で、最終製品のコスト
ダウンにつながる。
【００３６】
なお、４面体の金属ケース３１の第２の開口面を覆う第２のカバー３３の所定の位置すな
わち回路基板２１に固定されているＲＦコネクタ５１に第２のカバー３３が近接する部分
を金属ケース３１の側に突出させて（あるいは折り曲げて）遮蔽部（突出部）３３Ａを設
けてＲＦコネクタ５１の近傍に位置させることで、筐体３４に切り欠き３４Ａを設けるこ
とにより金属ケース３１に形成される開口面積（切り欠き３４Ａ）の大きさが削減される
。また、切り欠き部３４Ａを覆う遮蔽部（突出部）３３Ａは、第２のカバー３３と一体で
ある必要はなく、別ピースによることも可能である。
【００３７】
これにより、切り欠き３４Ａによる開口からの外来の不要輻射が入力され、あるいは内部



(7) JP 4381038 B2 2009.12.9

10

20

30

40

50

回路からの不要輻射がケーブルモデムユニット５の外部へ出力されることが低減される。
従って、高品位な信号の送受信が可能となる。
【００３８】
また、図３に示した筐体すなわちシールドケース３４では、４面体である金属ケース３１
は、開口面が２面であるが、シールドケース３４と第１のカバー３２を一体として、開口
面を１面とすることもできる。
【００３９】
図４は、図１ないし図３に示したケーブルモデムニットの変形例を示す概略図である。な
お、図４においては、ケーブルモデムユニットの回路基板に組み付けられるチューナ部を
、独立のシールドケース内に収容した例を示している。
【００４０】
詳細には、ケーブルモデムユニット１０５は、図２を用いて前に説明した個々の回路およ
び機能ブロックが設けられている回路基板２１に組み付けられるチューナ部２２の少なく
とも周囲４面を覆うとともに外部からの電磁波をシールドする金属ケース１５１および４
面体の金属ケース１５１の一方の開口を覆うとともに外部からの電磁波をシールドするチ
ューナ部カバー（チューナ部平面部）１５２からなる少なくとも５面の金属板からなる筐
体すなわちチューナ部シールドケース１５４と、チューナ部シールドケース１５４の外側
を覆うシールドケース３４からなる。なお、シールドケース３４は、図３を用いて前に説
明したシールドケースと実質的に同様に構成される。
【００４１】
チューナ部シールドケース１５４の４面体の金属ケース１５１の任意の一面には、回路基
板２１のチューナ部２２からの信号の出力およびチューナ部２２への信号の入力に利用さ
れる端子１５５が、所定の数だけ配列されている。なお、個々の端子１５５は、好ましく
はシールドケース３４の端子３５が配列される面と反対の側に配列される。また、個々の
端子１５５は、４面体の金属ケース１５１の所定の面に固定された状態で、回路基板２１
の所定位置に形成されている詳述しない貫通孔に挿入され、例えば半田等により回路基板
２１の所定のパターンと接続される。すなわち、チューナ部シールドケース１５４に固定
されている端子１５５の金属ケース１５１へ固定される側と反対側の端部（脚部）は、回
路基板２１に予め設けられている貫通孔の軸線方向と同じ方向に向けられている。
【００４２】
シールドケース３４の所定の面すなわち４面体の金属ケース３１のうちの端子３５が固定
される面とは異なる面には、図３により前に説明したと同様に、回路基板２１に固定され
ているＲＦコネクタ５１をシールドケース３４の外部に露出可能とする切り欠き３４Ａが
形成されている。
【００４３】
従って、図４に示す例では、回路基板２１の所定位置に配置されたチューナ部２２を覆う
チューナ部シールドケース１５４の外側を、チューナ部シールドケース１５４の所定の位
置から突出されたＲＦコネクタ５１がチューナ部２２に固定された状態で、ＲＦコネクタ
５１の軸方向と直交する方向であって、チューナ部の端子１５５とシールドケース３４の
外部との信号の入出力に利用される端子３５のそれぞれが回路基板２１の対応する孔に挿
入される側の脚部が回路基板２１の貫通孔の軸線方向と平行となるように、シールドケー
ス３４の金属ケース３１を回路基板２１に装着することができる。
【００４４】
換言すると、シールドケース（第２のシールドケース）３４の４面体すなわち金属ケース
３１の任意の１面に、チューナ部シールドケース（第１のシールドケース）１５４の所定
の位置にチューナ部２２（チューナ回路基板１５０）の面方向に軸線が沿うように固定さ
れているＲＦ（同軸）コネクタ５１の軸線が延出される方向と直交する方向から、回路基
板２１およびチューナ回路基板１５０に対して金属ケース３１を装着可能に切り欠き部（
切り欠き）３４Ａを設けたことにより、シールドケース３４内に、回路基板２１の面方向
に沿って同軸コネクタ５１が固定された状態で回路基板２１の面方向と直交する方向から
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回路基板２１を収容するために、シールドケース３４が装着可能である。
【００４５】
すなわち、回路基板２１の所定の位置に挿入される端子３５と端子１５５（チューナ部２
２）を、回路基板２１の対応する貫通孔に確実に挿入可能で、しかも回路基板２１に端子
３５および端子１５５の軸線の方向と異なる方向に軸線が向けられて固定されているＲＦ
コネクタ５１と金属ケース３１および金属ケース１５１とが不所望に接したり、端子３５
および端子１５５の任意のまたは複数のもしくは全てが回路基板２１に予め設けられてい
る対応する貫通孔に挿入されずにその一部が折れ曲がることが抑止される。
【００４６】
従って、ＲＦコネクタ５１または端子３５および端子１５５のいずれかまたはそれぞれに
不所望な傷が生じたり、端子３５または端子１５５が折れ曲がることが防止されるととも
に、ＲＦコネクタ５１が固定されている回路基板２１に複数の端子３５および端子１５５
が予め取り付けられている金属ケース３１および金属ケース１５１を装着する工程の作業
性が改善され、その工程に要求される作業時間が低減される。
【００４７】
このことは、ケーブルモデムユニット（ケーブルモデムモジュール）１０５およびケーブ
ルモデムユニット１０５を含むＣＡＴＶ端末装置１の組立コストを低減可能で、最終製品
のコストダウンにつながる。
【００４８】
また、４面体の金属ケース３１の第２の開口面を覆う第２のカバー３３の所定の位置すな
わち回路基板２１に固定されているＲＦコネクタ５１に第２のカバー３３が近接する部分
を金属ケース３１の側に突出させて（あるいは折り曲げて）遮蔽部（突出部）３３Ａを設
けて、ＲＦコネクタ５１の近傍に位置させることで、筐体３４に切り欠き３４Ａを設ける
ことにより金属ケース３１に形成される開口面積（切り欠き３４Ａ）の大きさが削減され
る。なお、切り欠き部３４Ａを覆う遮蔽部（突出部）３３Ａは、第２のカバー３３と一体
である必要はなく、別ピースによることも可能である。
【００４９】
これにより、切り欠き３４Ａによる開口からの外来の不要輻射が入力され、あるいは内部
回路からの不要輻射がケーブルモデムユニット１０５の外部へ出力されることが低減され
る。従って、高品位な信号の送受信が可能となる。
【００５０】
なお、図３および図４を用いて説明した実施の形態は、ＲＦコネクタに限らず、シールド
ケースの外側に突出する部品を持つ場合に関して有効である。
【００５１】
例えば、図５に示すように、回路基板２２１上の異なる辺の側にそれぞれ配置された部品
２２３および２２４を持ち、それぞれがシールドケース２３４（第１のカバー２３１を含
む）の外側に突出する場合に関してもシールドケース２３４に切り欠き部２３４Ａおよび
２３４Ｂを設けることで、図３および図４に示した例と同様の効果が得られる。また、シ
ールドケース２３４（４面体）の開口面に設けられる下カバー（第２のカバー）２３３に
遮蔽部（突出部）２３３Ａおよび２３３Ｂを設けることで、上述したと同様に、シールド
ケース２３４に形成される開口面積（切り欠き２３４Ａおよび２３４Ｂ）の大きさが低減
される。なお、切り欠き部を覆う遮蔽部（突出部）２３３Ａおよび２３３Ｂは、カバー２
３３と一体である必要はなく、別ピースによることも可能である。
【００５２】
これにより、切り欠き２３４Ａおよび２３４Ｂによる開口からの外来の不要輻射が入力さ
れ、あるいは内部回路（回路基板２２１）からの不要輻射がケーブルモデムユニット２０
５の外部へ出力されることが低減される。従って、高品位な信号の送受信が可能となる。
【００５３】
また、図１ないし図５においては、ＣＡＴＶ端末装置に組み込まれるケーブルモデムユニ
ットのシールドケースを例に説明したが、例えば図６を用いて以下に説明するように、端
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末装置がゲーム機等であっても適用できる。
【００５４】
例えば図６に示すようなゲーム機５０１においては、外装ケース５０２、主回路基板５０
３、電源回路基板５０４、ケーブルモデムユニット５０５、フロントパネル５０６および
リヤパネル５０７等からなる。なお、フロントパネル５０６には、詳述しないが、コント
ローラ（入力装置）５１１が接続可能である。
【００５５】
図６に示したゲーム機５０１はまた、例えばセンター局からダウンロード可能なゲームソ
フトやバージョンアップデータまたはハイスコアデータ等を記憶可能なハードディスクド
ライブ装置（ＨＤＤ）や、対戦型ゲームにおいてセンター局にエントリされている任意の
対戦相手との通信を確保／切断可能な通信ユニット等が設けられている。なお、ゲームソ
フトの主要な部分が、例えばＤＶＤ規格のディスク媒体や特定の規格の記憶媒体（カート
リッジあるいはカード）を介して供給される場合に備えて、ディスクドライブ装置やカー
ド（カートリッジ）スロットが一体に組み込まれていてもよい。
【００５６】
なお、詳細な説明を省略するが、主回路基板５０３の所定の位置には、図３または図４を
用いて前に説明したと同様に、例えばＲＦコネクタ５５１が回路基板５２１に取り付けら
れたケーブルモデム５０５が固定されている。
【００５７】
また、ケーブルモデム５０５は、シールドケース５３４および上カバー５３２および下カ
バー５３３により、シールドされているので、外来の不要輻射が回路基板５２１に入力さ
れ、または回路基板５２１からの不要輻射がケーブルモデムユニット５０５の外部へ出力
されることが低減される。
【００５８】
従って、本発明の実施の形態であるケーブルモデムユニット（シールド機構）を用いるこ
とにより、高品位な信号の送受信が可能となる。
【００５９】
なお、この発明は、上記各実施の形態に限定されるものではなく、その実施の段階ではそ
の要旨を逸脱しない範囲で種々な変形・変更が可能である。また、各実施の形態は、可能
な限り適宜組み合わせて実施されてもよく、その場合、組み合わせによる効果が得られる
。
【００６０】
【発明の効果】
以上説明したようにこの発明によれば、同軸ケーブルと接続が可能なコネクタが設けられ
た回路基板の周囲を６面体もしくは類似した形状のシールドケースによりシールドするに
際し、回路基板からコネクタが突出している部分のシールドケースに切り欠きを設けたこ
とで、回路基板をシールドケースで覆う際の作業性が改善される。これにより、コネクタ
あるいはシールドケースに固定されている端子のいずれかまたはそれぞれに不所望な傷が
生じたり、端子が折れ曲がることが防止される。従って、ケーブルモデムユニットおよび
ケーブルモデムユニットを含む端末装置の組立コストが低減される。
【図面の簡単な説明】
【図１】　この発明の実施の形態であるケーブルモデムユニットが組み込まれるＣＡＴＶ
端末装置（通信端末）の一例を説明する概略図。
【図２】　図１に示したＣＡＴＶ端末装置に組み込まれるケーブルモデムユニットの構成
の一例を示す概略ブロック図。
【図３】　図１に示したＣＡＴＶ端末装置の主回路基板に配置されるケーブルモデムユニ
ットの機械的要素の特徴の一例を説明する概略図。
【図４】　図１に示したＣＡＴＶ端末装置の主回路基板に配置されるケーブルモデムユニ
ットの機械的要素の特徴の別の一例を説明する概略図。
【図５】　図１に示したＣＡＴＶ端末装置の主回路基板に配置されるケーブルモデムユニ
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ットの機械的要素の特徴のさらに別の一例を説明する概略図。
【図６】　図１に示したＣＡＴＶ端末装置とは異なる端末装置に組み込まれるケーブルモ
デムユニットの構成の一例を示す概略ブロック図。
【符号の説明】
１…ＣＡＴＶ端末装置、３…主回路基板（第２の回路基板）、４…電源回路基板、５，１
０５，２０５，５０５…ケーブルモデムユニット、２１…回路基板（第１の回路基板）、
２２…チューナ部、３１，１５１…金属ケース（４面体）、３２，２３１…第１のカバー
、３３，２３３…第２のカバー、３３Ａ，２３３Ａ，２３３Ｂ…遮蔽部（突出部・第２の
カバー）、３４，２３４…シールドケース（６面体の筐体）、３４Ａ，２３４Ａ，２３４
Ｂ…切り欠き（シールドケース）、３５，１５５…端子、５１…ＲＦコネクタ、１５２…
チューナ部カバー、１５４…チューナ部シールドケース。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】



(12) JP 4381038 B2 2009.12.9

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  大澤　昌巳
            東京都青梅市新町３丁目３番地の１　東芝デジタルメディアエンジニアリング株式会社内
(72)発明者  藤原　幹根
            東京都青梅市新町３丁目３番地の１　東芝デジタルメディアエンジニアリング株式会社内

    合議体
    審判長  吉水　純子
    審判官  青木　千歌子
    審判官  山田　靖

(56)参考文献  特開２００２－２９８９８９（ＪＰ，Ａ）
              実開平１－１００４９１（ＪＰ，Ｕ）
              実開平３－５７９９４（ＪＰ，Ｕ）
              特開平８－７８９５４（ＪＰ，Ａ）
              特開平４－３５２３９３（ＪＰ，Ａ）
              特開平１１－３０７９８４（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H05K  9/00
              H04B  3/02
              H04N  7/16


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

