
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のケース部と、第２のケース部と、第１の磁性体と、第２の磁性体とを含むノイズ
吸収装置であって、
　前記第１のケース部は、収納部を有し、前記収納部は、底面板と、側面板とによって囲
まれ、前記底面板と対向する側が開口部となっており、
　前記第２のケース部は、収納部を有し、前記収納部は、底面板と、側面板とによって囲
まれ、前記底面板と対向する側が開口部となっており、
　前記第１のケース部及び前記第２のケース部は、前記収納部の前記開口部が互いに向き
合い、
　前記第１の磁性体は、一面に、凹溝と、２つの接触面とを備え、前記凹溝は一方向に延
び両端が開放されており、前記２つの接触面は前記凹溝の両側において前記凹溝の底面か
ら立ち上がり前記凹溝に沿って延びており、
　前記第１の磁性体は、前記第１のケース部の前記収納部内に収納され、前記一面が前記
第１のケース部の前記開口部を通して、外部に現れており、
　前記第２の磁性体は、一面に、凹溝と、２つの接触面とを備え、前記凹溝は一方向に延
び両端が開放されており、前記２つの接触面は前記凹溝の両側において前記凹溝の底面か
ら立ち上がり前記凹溝に沿って延びており、
　前記第２の磁性体は、前記第２のケース部の前記収納部内に収納され、前記一面が前記
第２のケース部の前記開口部を通して外部に現れており、
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　前記第１の磁性体及び前記第２の磁性体の前記接触面は、
互いに対向して密着する

関係にあり、
　前記第１のケース部及び前記第２のケース部の少なくとも一方は、前記凹溝の両側の内
の少なくとも一方と、前記接触面との境界付近に対応する位置に、ストッパを有し、前記
ストッパは前記凹溝側の端面が、前記境界よりも、前記凹溝寄りに位置し、前記凹溝内に
配置されるフラットケーブルの位置ずれを規制する、
ノイズ吸収装置。
【請求項２】
　請求項１に記載されたノイズ吸収装置であって、
　前記側面板の一つがヒンジ部で互に連結され、前記ヒンジ部を有する前記側面板と向き
合う他の側面板に、互いに掛け止められる掛止手段を有する、
ノイズ吸収装置。
【請求項３】
　請求項１または２の何れかに記載されたノイズ吸収装置であって、
　前記ストッパは、前記第１のケース部及び前記第２のケース部の少なくとも一方の側面
板の端縁に形成されている、
ノイズ吸収装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３の何れかに記載されたノイズ吸収装置であって、
　前記ストッパは、先端が、前記凹溝の方向に突き出ている、
ノイズ吸収装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４の何れかに記載されたノイズ吸収装置であって、
　前記第１のケース部は、前記ストッパを有しており、
　前記第２のケース部は、前記ストッパに対応する部分に、切欠部を有しており、
　前記切欠部は、前記第１のケース部及び前記第２のケース部が前記掛止手段によって掛
け止められたとき、前記ストッパに対する逃げ部を構成する
ノイズ吸収装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５の何れかに記載されたノイズ吸収装置であって、
　ケースずれ防止機構を含み、前記ケースずれ防止機構は、前記第１のケース部及び前記
第２のケース部の間に構成され、両者が前記掛止手段によって掛け止められたとき、両者
のずれを防止する
ノイズ吸収装置。
【請求項７】
　請求項６に記載されたノイズ吸収装置であって、
　前記ケースずれ防止機構は、前記掛止手段を有する側に備えられている
ノイズ吸収装置。
【請求項８】
　請求項１乃至５の何れかに記載されたノイズ吸収装置であって、
　前記ケースずれ防止機構は、前記第１のケース部及び前記第２のケース部の一方の側面
板に突設された突起と、他方に形成された凹部とによって構成される
ノイズ吸収装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、フラットケーブル用のノイズ吸収装置に関する。本発明に係るノイズ吸収装置
は、フラットケーブル内を伝播するノイズを吸収する。
【０００２】
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前記第１のケース及び、前記
第２のケース部に備えられた掛止手段を互いに掛け止めたとき、



【従来の技術】
この種のフラットケーブル用ノイズ吸収装置は、ヒンジ部で相互に連結された上ケース部
及び下ケース部に、半割り状の磁性体をそれぞれ収納してある。磁性体のそれぞれは、フ
ラットケーブル挿通路となる凹溝を有し、凹溝の両側に、接触面を有している。
【０００３】
フラットケーブルへの装着に当たっては、上ケース部及び下ケース部に備えられた掛止手
段を開放することにより、上ケース部及び下ケース部を開き、２つ備えられている磁性体
の一方の凹溝内に、フラットケーブルを配置する。そして、上ケース部及び下ケース部を
閉じ、両者間に備えられた掛止手段を掛け止める。これにより、フラットケーブルが２つ
の磁性体の間に挟まれた状態になる。２つの磁性体において、凹溝の両側に位置する接触
面が、上ケース部及び下ケース部から加わるバネ圧により、互いに密着し、フラットケー
ブルの周りに、両磁性体による磁路が形成される。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
この種のフラットケーブル用ノイズ吸収装置の問題点は、フラットケーブル挿通路を構成
する凹溝の底面と、この底面から浮き上がる平坦な接触面との間の段差が、フラットケー
ブルの厚みに対応した小さな寸法になっているために、フラットケーブルへ装着する際、
フラットケーブルが段差を越えて接触面の方向に移動し、接触面の間で、挟み込まれてし
まい易いことである。
【０００５】
このような不正配置は、フラットケーブルの外皮に損傷を与える。また、フラットケーブ
ル挟み込みのために、２つの磁性体の間に磁気的ギャップが生じてしまい、特性劣化を招
く。
【０００６】
上述した不具合を回避するには、フラットケーブルへの装着作業に十分な注意を払わなけ
ればならず、装着作業性が低下する。
【０００７】
実公昭６２ー１４７７０号公報、実開平７ー２７５５号公報、及び、実開平６ー６２５１
５号公報等は、この種のフラットケーブル用ノイズ吸収装置を開示しているが、フラット
ケーブルの挟み込みを回避する手段は開示していない。
【０００８】
本発明の課題は、フラットケーブルが２つの磁性体に備えられた接触面の間で挟み込まれ
るのを確実に阻止し得るフラットケーブル用ノイズ吸収装置を提供することである。
【０００９】
本発明のもう１つの課題は、ケーブル外皮の損傷、フラットケーブル挟み込みに起因する
特性劣化を招くことのないフラットケーブル用ノイズ吸収装置を提供することである。
【００１０】
本発明の更にもう一つの課題は、フラットケーブルへの装着作業性を向上させ得るフラッ
トケーブル用ノイズ吸収装置を提供することである。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
上述した課題を解決するため、本発明に係るノイズ吸収装置は、第１のケース部と、第２
のケース部と、第１の磁性体と、第２の磁性体とを含む。
【００１２】
前記第１のケース部は、収納部を有し、前記収納部は、底面板と、側面板とによって囲ま
れ、前記底面板と対向する側が開口部となっている。同様に、前記第２のケース部は、収
納部を有し、前記収納部は、底面板と、側面板とによって囲まれ、前記底面板と対向する
側が開口部となっている。前記第１のケース部及び前記第２のケース部は、前記収納部の
前記開口部が互いに向き合い、前記側面板の一つがヒンジ部で相互に連結され、前記ヒン
ジ部を有する前記側面板と向き合う他の側面板に、互いに掛け止められる掛止手段を有し
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ている。
【００１３】
前記第１の磁性体は、一面に、凹溝と、２つの接触面とを備え、前記凹溝は一方向に延び
両端が開放されており、前記２つの接触面は前記凹溝の両側において前記凹溝の底面から
立ち上がり前記凹溝に沿って延びている。前記第１の磁性体は、前記第１のケース部の前
記収納部内に収納され、前記一面が前記第１のケース部の前記開口部を通して、外部に現
れる。
【００１４】
前記第２の磁性体は、一面に、凹溝と、２つの接触面とを備え、前記凹溝は一方向に延び
両端が開放されており、前記２つの接触面は前記凹溝の両側において前記凹溝の底面板か
ら立ち上がり前記凹溝に沿って延びている。前記第２の磁性体は、前記第２のケース部の
前記収納部内に収納され、前記一面が前記第２のケース部の前記開口部を通して外部に現
れている。
【００１５】
前記第１の磁性体及び前記第２の磁性体の前記接触面は、前記掛止手段を掛け止めたとき
、互いに対向して密着する関係にある。
【００１６】
前記第１のケース部及び前記第２のケース部の少なくとも一方は、前記凹溝の両側の内の
少なくとも一方と、前記接触面との境界付近に対応する位置に、ストッパを有し、前記ス
トッパは前記凹溝内に配置されるフラットケーブルの位置ずれを規制する。
【００１７】
上述したように、第１及び第２のケース部は収納部を有し、第１及び第２の磁性体は、第
１及び第２のケース部の収納部内にそれぞれ収納さているので、第１及び第２のケース部
に、第１及び第２の磁性体をそれぞれ組み合わせたノイズ吸収装置が得られる。
【００１８】
第１及び第２のケース部の収納部は、底面板と、側面板とによって囲まれているので、第
１及び第２の磁性体が第１及び第２のケース部による保護作用を受け、その破損が防止さ
れる。また、第１及び第２の磁性体に、第１及び第２のケース部によるバネ圧を加えるこ
とができる。
【００１９】
第１及び第２のケース部の収納部は、底面板と対向する側が開口部となっているので、第
１及び第２の磁性体を、第１及び第２のケース部の開口部を通して、その収納部内に、容
易に組み込むことができる。
【００２０】
第１及び第２のケース部は、収納部の開口部が互いに向き合い、側面板の一つがヒンジ部
で相互に連結されているので、第１及び第２のケース部はヒンジ部を支点にして、開閉で
きる。しかも、第１及び第２のケース部は、ヒンジ部を有する側面板と向き合う他の側面
板に、互いに掛け止められる掛止手段を有しているから、第１及び第２のケース部を閉じ
、掛止手段を互いに掛け止めることができる。従って、フラットケーブルへの装着に当た
って、第１及び第２のケース部に備えられた掛止手段を開放することにより、第１及び第
２のケース部を開き、第１及び第２のケース部の間にフラットケーブルを配置し、フラッ
トケーブルを配置した後、第１のケース部及び第２のケース部を閉じ、両者間に備えられ
た掛止手段を掛け止めることができる。
【００２１】
第１及び第２の磁性体は、凹溝と、２つの接触面とを備える一面が、第１及び第２のケー
ス部の開口部を通して、外部に現れているから、第１及び第２のケース部を開いた場合、
２つ備えられている磁性体の間に、フラットケーブルを配置することができる。また、第
１及び第２のケース部を閉じ、両者間に備えられた掛止手段を掛け止めた場合、フラット
ケーブルが２つの磁性体の間に挟まれた状態になる。
【００２２】
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第１及び第２の磁性体において、凹溝は一方向に延び両端が開放されており、２つの接触
面は凹溝の両側において凹溝の底面から立ち上がり凹溝に沿って延びている。この構造に
よれば、フラットケーブルを凹溝内に配置すると共に、フラットケーブルを凹溝の両端か
ら外部に導出することができる。また、フラットケーブルの幅方向の両側を、凹溝の底面
と接触面との間に生じる段差によって押えることができる。
【００２３】
第１及び第２の磁性体の接触面は、第１及び第２のケース部に備えられた掛止手段を掛け
止めたとき、互いに対向して密着する関係にある。このため、掛止状態では、フラットケ
ーブルの周りに、両磁性体による閉磁路が形成される。この閉磁路により、電子機器内で
発生し、または、外部で発生して、フラットケーブル内を伝播するノイズが吸収される。
第１及び第２の磁性体に対しては、第１及び第２のケース部のバネ圧が加わるので、第１
及び第２の磁性体の接触面が前記バネ圧を受けて密着する。これにより、フラットケーブ
ルの周りに、磁気効率の高い磁路が形成される。
【００２４】
第１のケース部及び第２のケース部の少なくとも一方は、凹溝の両側の内の少なくとも一
方と、接触面との境界付近に対応する位置に、ストッパを有し、ストッパは凹溝内に配置
されるフラットケーブルの位置ずれを規制する。
【００２５】
上記構造によれば、フラットケーブル挿通路を構成する凹溝の底面と、この底面から浮き
上がる平坦な接触面との間の段差が、フラットケーブルの厚みに対応した小さな寸法にな
っている構造において、フラットケーブルへ装着する際、フラットケーブルが段差を越え
て接触面の方向に移動するのを、ストッパによって阻止できる。このため、フラットケー
ブルが２つの磁性体に備えられた接触面の間で、挟み込まれるのを確実に阻止し得る。
【００２６】
従って、磁性体の接触面の間で、フラットケーブルが挟み込まれるのを確実に阻止し、ケ
ーブル外皮の損傷、フラットケーブル挟み込みに起因する特性劣化を回避することができ
る。しかも、フラットケーブルの挟み込みに注意する必要がなくなるので、フラットケー
ブルへの装着作業性が向上する。
【００２７】
本発明は、更に、ケース部、磁性体及びストッパの好ましい態様、これらを構成するのに
好ましい材料等について、開示する。本発明の他の目的、構成及び利点は添付された図面
を参照して、更に詳しく説明する。
【００２８】
【発明の実施の形態】
図１は本発明に係るフラットケーブル用ノイズ吸収装置の開いた状態を示す部分破断斜視
図、図２は図１に示したフラットケーブル用ノイズ吸収装置の閉じた状態を示す斜視図で
ある。図を参照すると、本発明に係るノイズ吸収装置は、第１のケース部１と、第２のケ
ース部２と、第１の磁性体３と、第２の磁性体４とを含む。
【００２９】
図３は図１、２に示したノイズ吸収装置に含まれるケース部の部分破断斜視図である。図
３を参照すると、第１のケース部１は、収納部１０を有する。収納部１０は、底面板１１
と、側面板１２～１５とによって囲まれ、底面板１１と対向する側が開口部となっている
。同様に、第２のケース部２は、収納部２０を有する。収納部２０は、底面板２１と、側
面板２２～２５とによって囲まれ、底面板２１と対向する側が開口部となっている。
【００３０】
第１のケース部１及び第２のケース部２は、非磁性材料によって構成する。好ましい非磁
性材料の例はプラスチックである。プラスチックであると、量産性が確保できると共に、
適度のバネ性が得られる。
【００３１】
第１のケース部１及び第２のケース部２は、収納部１０、２０の開口部が互いに向き合い
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、側面板１２と側面板２２がヒンジ部５（図２参照）で相互に連結されている。ヒンジ部
５を有する側面板１２、２２と向き合う側面板１３、２３には、互いに掛け止められる掛
止手段６１、６２を有している。
【００３２】
第１のケース部１は、凹溝３０の両側の内の少なくとも一方と、接触面３１との境界付近
に対応する位置に、ストッパ１６を有する。第２のケース部２はストッパ１６に対応する
部分に、切欠部２６を有している。ストッパ１６は、第２のケース部２に設けてもよい。
この場合には、第１のケース部１に切欠部２６を設ける。
【００３３】
図４はストッパ１６の部分を拡大して示す図である。実施例において、ストッパ１６は側
面板１４、１５のそれぞれに備えられている。ストッパ１６は、先端が折れ曲がり、凹溝
３０の方向に突き出ている。ストッパ１６は、側面板１４、１５の端縁を延長することに
よって形成されている。これとは異なって、側面板１４、１５の外面または内面に付加す
ることによって形成してもよい。側面板１４に備えられたストッパ１６の側部には、スリ
ット１４２が設けられている。側面板１５に備えられたストッパ１６の側部には、スリッ
ト１５２が設けられている。
【００３４】
実施例において、第１のケース部１の底面板１１には、部分的切り抜きによるバネ片１１
１、１１２を有する。また、側面板１５の内面に第１の磁性体３を掛け止める突起１５１
が設けられている。突起１５１の両側には、スリット１５３が設けられている。側面板１
４の内面にも同様の突起１４１が備えられており、その両側にスリット１４３が備えられ
ている。更に、第２のケース部２の底面板２１には、部分的切り抜きによるバネ片２１１
、２１２を有する。
【００３５】
図１～３には現れていないけれども、第２のケース部２の側面板２４、２５の内面にも、
第２の磁性体４を掛け止める突起が設けられ、突起の両側にスリット２４３（側面板２４
の場合）が設けられている。
【００３６】
図５は本発明に係るノイズ吸収装置に用いられる磁性体の斜視図である。図を参照すると
、第１の磁性体３は、一面に、凹溝３０と、２つの接触のための面（以下接触面と称する
）３１、３２とを備える。凹溝３０は一方向に延び両端が開放されている。接触面３１、
３２は凹溝３０の両側において凹溝３０の底面から立ち上がり、凹溝３０に沿って延びて
いる。第１の磁性体３は、第１のケース部１の収納部１０の内部に収納され、一面が第１
のケース部１の開口部を通して、外部に現れる。
【００３７】
第２の磁性体４は、第３の磁性体３と同じ形状を有している。図５では、第２の磁性体４
の構成部分を指示する参照符号を、括弧内に入れて、表示してある。括弧内参照符号で示
されるように、第２の磁性体４も、一面に、凹溝４０と、２つの接触面４１、４２とを備
える。凹溝４０は一方向に延び両端が開放されている。接触面４１、４２は凹溝４０の両
側において、凹溝４０の底面から立ち上がり、凹溝４０に沿って延びている。第２の磁性
体４は、第２のケース部２の収納部２０の内部に収納され、一面が第２のケース部２の開
口部を通して外部に現れている。
【００３８】
第１及び第２の磁性体３、４の接触面（３１、３２）、（４１、４２）のうち、接触面３
１と接触面４１、及び、接触面３２と接触面４２とは、第１および第２のケース部１、２
の掛止手段６１、６２を掛け止めたとき、互いに対向して密着する関係にある。
【００３９】
第１の磁性体３及び第２の磁性体４としては、例えば、フェライト磁性材料、金属磁性材
料、複合磁性材料等の各種の磁性材料を用いることができる。複合磁性材料としては、フ
ェライト粉または金属磁性粉と、合成樹脂とを混合した複合材料の例を挙げることができ
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る。これらの磁性材料は、吸収しようとするノイズの周波数成分に応じて、適宜選択使用
することができる。
【００４０】
実施例において、第１の磁性体３及び第２の磁性体４は、全体として、４角形状であるが
、他の形状であってもよい。第１の磁性体３は、第１のケース部１の側面板１４の内面に
備えられた突起に掛け止められる凹部３３を有する。第２の磁性体４も、同様の凹部４３
を有する。
【００４１】
上述したように、第１及び第２のケース部１、２は収納部１０、２０を有し、第１及び第
２の磁性体３、４は、第１及び第２のケース部１、２の収納部１０、２０の内部にそれぞ
れ収納さているので、第１及び第２のケース部１、２に、第１及び第２の磁性体３、４を
それぞれ組み合わせたノイズ吸収装置が得られる。
【００４２】
第１のケース部１の収納部１０は、底面板１１と、側面板１２～１５とによって囲まれて
いるので、第１の磁性体３が第１のケース部１による保護作用を受け、その破損が防止さ
れる。第２のケース部２の収納部２０も、底面板２１と、側面板２２～２５とによって囲
まれているので、第２の磁性体４が第２のケース部２による保護作用を受け、その破損が
防止される。
【００４３】
また、第１及び第２の磁性体３、４に、第１及び第２のケース部１、２によるバネ圧を加
えることができる。実施例に示すように、第１のケース部１の底面板１１にバネ片１１１
、１１２を設け、第２のケース部２の底面板２１にバネ片２１１、２１２を設けた場合、
第１の磁性体３及び第２の磁性体４に対して、バネ片１１１、１１２、２１１、２１２に
よるバネ圧を加えることができるので、第１の磁性体３の接触面３１と第２の磁性体４の
接触面４１、及び、第１の磁性体３の接触面３２と、第２の磁性体４の接触面４２とを密
着させ、磁気効率を向上させることができる。また、スリット１４２、１５２も、第１及
び第２の磁性体３、４に対するバネ圧を印加する役割を担っている。スリット１４３、１
５３は、第１及び第２のケース部材１、２のそれぞれに対する第１及び第２の磁性体３、
４の挿入を容易化するために備えられている。
【００４４】
第１及び第２のケース部１、２の収納部１０、２０は、底面板１１、２１と対向する側が
開口部となっているので、第１及び第２の磁性体３、４を、第１及び第２のケース部１、
２の開口部を通して、その収納部１０、２０の内部に、それぞれ、容易に組み込むことが
できる。
【００４５】
図６は本発明に係るノイズ吸収装置をフラットケーブルに装着する際の操作を説明する斜
視図、図７は図６の状態からケース部を閉じた状態を示す図、図８は図６、７に示した使
用状態における正面断面図である。本発明に係るノイズ吸収装置において、第１及び第２
のケース部１、２は、収納部１０、２０の開口部が互いに向き合い、側面板１２、２２が
ヒンジ部５で相互に連結されているので、第１及び第２のケース部１、２はヒンジ部５を
支点にして、開閉できる。しかも、第１及び第２のケース部１、２は、ヒンジ部５を有す
る側面板１２、２２と向き合う他の側面板１３、２３に、互いに掛け止められる掛止手段
６１、６２を有しているから、第１及び第２のケース部１、２を閉じ、掛止手段６１、６
２を互いに掛け止めることができる。
【００４６】
従って、フラットケーブルＦＣへの装着に当たって、図６に示すように、第１及び第２の
ケース部１、２に備えられた掛止手段６１、６２を開放することにより、第１及び第２の
ケース部１、２を開き、第１ケース部１及び第２のケース部２の間にフラットケーブルＦ
Ｃを配置することができる。
【００４７】
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また、図７、８に示すように、フラットケーブルＦＣを配置した後、第１のケース部１及
び第２のケース部２を閉じ、両者１ー２間に備えられた掛止手段６１、６２を掛け止める
ことができる。
【００４８】
第１及び第２の磁性体３、４は、凹溝３０、４０と、２つの接触面（３１、３２）、（４
１、４２）とを備える一面が、第１及び第２のケース部１、２の開口部を通して、外部に
現れているから、第１及び第２のケース部１、２を開いた場合、２つ備えられている磁性
体３、４の間に、フラットケーブルＦＣを配置することができる。また、第１及び第２の
ケース部１、２を閉じ、両者１ー２間に備えられた掛止手段６１、６２を掛け止めた場合
、フラットケーブルＦＣが２つの磁性体３、４の間に挟まれた状態になる。
【００４９】
第１及び第２の磁性体３、４において、凹溝３０、４０は一方向に延び、両端が開放され
ており、２つの接触面（３１、３２）、（４１、４２）は凹溝３０、４０の両側において
、凹溝３０、４０の底面から立ち上がり、凹溝３０、４０に沿って延びている。この構造
によれば、フラットケーブルＦＣを凹溝３０、４０の内部に配置すると共に、フラットケ
ーブルＦＣを凹溝３０、４０の両端から外部に導出することができる。また、フラットケ
ーブルＦＣの幅方向の両側を、凹溝３０、４０の底面と、接触面（３１、３２）、（４１
、４２）との間に生じる段差によって押えることができる。
【００５０】
第１の磁性体３の接触面３１、及び、第２の磁性体４の接触面４１は、第１及び第２のケ
ース部１、２に備えられた掛止手段６１、６２を掛け止めたとき、互いに対向して密着す
る関係にある。第１の磁性体３の接触面３２、及び、第２の磁性体４の接触面４２も、掛
止手段６１、６２を掛け止めたとき、互いに対向して密着する関係にある。
【００５１】
このため、掛止状態では、図８に示すように、フラットケーブルＦＣの周りに、両磁性体
３、４による閉磁路φが形成される。この閉磁路φにより、電子機器内で発生し、または
、外部で発生して、フラットケーブルＦＣ内を伝播するノイズが吸収される。実施例の場
合、第１の磁性体３及び第２の磁性体４に対して、バネ片１１１、１１２、２１１、２１
２によるバネ圧が加わるので、第１の磁性体３の接触面３１と第２の磁性体４の接触面４
１、及び、第１の磁性体３の接触面３２と、第２の磁性体４の接触面４２とを密着させる
ことができる。これにより、フラットケーブルＦＣの周りに、磁気効率の高い閉磁路φが
形成される。
【００５２】
更に、第１のケース部１は、凹溝３０の両側の内の少なくとも一方と、接触面３１との境
界付近に対応する位置に、ストッパ１６を有する。ストッパ１６は凹溝３０内に配置され
るフラットケーブルＦＣの位置ずれを規制する。
【００５３】
図９はストッパ１６の部分を拡大して示す部分破断面図、図１０はストッパ１６の部分を
拡大して示す図である。フラットケーブル用ノイズ吸収装置では、図９、１０に示すよう
に、フラットケーブル挿通路を構成する凹溝３０の底面と、この底面から浮き上がる平坦
な接触面３１との間の段差△ｄが、フラットケーブルＦＣの厚みＴに対応した小さな寸法
になっている。このような構造において、本発明に係るノイズ吸収装置は、ストッパ１６
を有するので、ノイズ吸収装置をフラットケーブルＦＣへ装着する際（図６参照）、フラ
ットケーブルＦＣが段差△ｄを越えて接触面３１の方向に移動するのを、ストッパ１６に
よって阻止できる。このため、フラットケーブルＦＣが、第１の磁性体３に備えられた接
触面３１と、第２の磁性体４の接触面４１との間で、挟み込まれるのを確実に阻止し得る
。
【００５４】
従って、本発明によれば、フラットケーブルＦＣが、第１の磁性体３の接触面３１、３２
と、第２の磁性体４の接触面４１、４２との間で挟み込まれるのを確実に阻止し、ケーブ
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ル外皮の損傷、フラットケーブル挟み込みに起因する特性劣化を回避することができる。
しかも、フラットケーブルＦＣの挟み込みに注意する必要がなくなるので、フラットケー
ブルＦＣへの装着作業性が向上する。
【００５５】
ストッパ１６は、図９、１０に示すように、凹溝３０の側の内端面１６１が、境界Ｐより
も、凹溝３０の側に位置する。この構造によれば、フラットケーブルＦＣが第１の磁性体
３の接触面３１、３２と、第２の磁性体４の接触面４１、４２との間で挟み込まれるのを
、より確実に阻止できる。
【００５６】
図１～３を参照すると、第２のケース部２はストッパ１６に対応する部分に、切欠部２６
を有している。第１のケース部１及び第２のケース部２を閉じる際、ストッパ１６が切欠
部２６の内部に入るので、第１のケース部１及び第２のケース部２をスムーズに閉じるこ
とができる。
【００５７】
更に、図１、２に図示されたノイズ吸収装置は、ケースずれ防止機構１７、２７を含む。
ケースずれ防止機構１７、２７は、第１のケース部１及び第２のケース部２の間に構成さ
れ、両者１、２が掛止手段６１、６２によって掛け止められたとき、両者１、２のずれを
防止する。
【００５８】
図１１～１４はケースずれ防止機構部分を拡大して示す図である。実施例において、ケー
スずれ防止機構１７、２７は、掛止手段６１、６２を有する側に備えられている。ケース
ずれ防止機構１７、２７の内、ケースずれ防止機構１７は、図１１に示すように、第１の
ケース部１に備えられた凹部１７によって構成されている。ケースずれ防止機構２７は、
図１２に示すように、第２のケース部２に備えられた突起２７によって構成されている。
【００５９】
第１のケース部１及び第２のケース部２を閉じると、図１３、１４に示すように、突起２
７が凹部１７の内部に入るので、第１のケース部１及び第２のケース部２が掛止手段６１
、６２によって掛け止められたとき、方向Ｆ１またはＦ２への両者１、２の捩じれや、ず
れが防止される。
【００６０】
図１５は本発明に係るノイズ吸収装置の別の実施例を示す部分破断斜視図である。図にお
いて、図１に図示された構成部分と同一の構成部分については、同一の参照符号を付して
ある。この実施例の特徴は、ストッパ１６を、掛止手段６１のある側面板１３の側に設け
たことである。従って、この実施例の場合も、フラットケーブルＦＣがストッパ１６によ
り位置規制されるので、第１の磁性体３に備えられた接触面３１、３２と、第２の磁性体
４に備えられた接触面４１、４２との間で挟み込まれるのを確実に阻止し得る。
【００６１】
【発明の効果】
以上述べたように、本発明によれば、次のような効果を得ることができる。
（ａ）フラットケーブルが２つの磁性体に備えられた接触面の間で、挟み込まれるのを確
実に阻止し得るフラットケーブル用ノイズ吸収装置を提供することができる。
（ｂ）ケーブル外皮の損傷、フラットケーブル挟み込みに起因する特性劣化を招くことの
ないフラットケーブル用ノイズ吸収装置提供することができる。
（ｃ）フラットケーブルへの装着作業性を向上させ得るフラットケーブル用ノイズ吸収装
置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係るフラットケーブル用ノイズ吸収装置の開いた状態を示す部分破断斜
視図である。
【図２】図１に示したフラットケーブル用ノイズ吸収装置の閉じた状態を示す斜視図であ
る。
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【図３】図１、２に示したノイズ吸収装置に含まれるケース部の部分破断斜視図である。
【図４】図１、２に示したノイズ吸収装置のストッパの部分を拡大して示す斜視図である
。
【図５】本発明に係るノイズ吸収装置に用いられる磁性体の斜視図である。
【図６】本発明に係るノイズ吸収装置をフラットケーブルに装着する際の操作を説明する
斜視図である。
【図７】図６の状態からケース部を閉じた状態を示す斜視図図である。
【図８】図６、７に示した使用状態における正面断面図である。
【図９】図６の使用状態におけるストッパの部分を拡大して示す部分破断面図である。
【図１０】図６の使用状態におけるストッパの部分を拡大して示す図である。
【図１１】図１、２に示したノイズ吸収装置の第１のケース部に含まれるケースずれ防止
機構部分を拡大して示す斜視図である。
【図１２】図１、２に示したノイズ吸収装置の第２のケース部に含まれるケースずれ防止
機構部分を拡大して示す斜視図である。
【図１３】図２の１４ー１４に沿って切断する場合において、閉じる直前の状態を示す断
面図である。
【図１４】図２の１４ー１４線に沿った拡大断面図である。
【図１５】本発明に係るノイズ吸収装置の別の実施例を示す部分破断斜視図である。
【符号の説明】
１　　　　　　　　　　第１のケース部
２　　　　　　　　　　第２のケース部
３　　　　　　　　　　第１の磁性体
４　　　　　　　　　　第２の磁性体
１０　　　　　　　　　収納部
１１　　　　　　　　　底面板
１２～１５　　　　　　側面板
２０　　　　　　　　　収納部
２１　　　　　　　　　底面板
２２～２５　　　　　　側面板
１６　　　　　　　　　ストッパ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】
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