
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内部導体の外周を絶縁体で被覆した２本並列のコアと、
　これら２本のコアの外周に施される横巻シールドと、
　プラスチックテープの片面に金属蒸着層が形成され、金属蒸着層が横巻シールド側とな
るように横巻シールドの外周に巻き付けられる複合テープと、
　複合テープの外周に被覆されるジャケットとからな 心平行極細同軸ケーブル

【請求項２】
　コアの内部導体の外径 ．１３ｍｍ以下で、コアの外径が０．４５ｍｍ以下であり、
ジャケットを被覆したときの長軸方向の外径が１．０ｍｍ以下である請求項１記載の２心
平行極細同軸ケーブル。
【請求項３】
　横巻シールドは、軟銅線、すずめっき軟銅線 銀めっき銅合金線 からな
る素線を３０本～６０本、２本並列のコアの外周に巻き付けて形成される請求項１
いずれかに記載の２心平行極細同軸ケーブル。
【請求項４】
　横巻シールドを形成する素線径 ．０３ｍｍである請求項１～ いずれかに記載の２
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る２ であっ
て、上記横巻シールドの横巻ピッチが下式
１０≦（横巻ピッチ）／｛（コア外径）×２＋（横巻素線径）｝≦２０
であることを特徴とする２心平行極細同軸ケーブル。

が０

および のいずれか
又は２

が０ ３



心平行極細同軸ケーブル。
【請求項５】
　複合テープに形成される金属蒸着層が銀または銅からなると共に、その厚さが０．１μ
ｍ以上である請求項１～ いずれかに記載の２心平行極細同軸ケーブル。
【請求項６】
　内部導体の外周を絶縁体で被覆した２本並列のコアと、
　これら２本のコアの外周に施される横巻シールドと、
　プラスチックテープの両面に金属蒸着層が形成され、横巻シールドの外周に巻き付けら
れる複合テープと、
　複合テープの外周に被覆されるジャケットとからな 心平行極細同軸ケーブル

【請求項７】
　コアの内部導体の外径 ．１３ｍｍ以下で、コアの外径が０．４５ｍｍ以下であり、
ジャケットを被覆したときの長軸方向の外径が１．０ｍｍ以下である請求項 記載の２心
平行極細同軸ケーブル。
【請求項８】
　横巻シールドは、軟銅線、すずめっき軟銅線 銀めっき銅合金線 からな
る素線を３０本～６０本、２本並列のコアの外周に巻き付けて形成される請求項
いずれかに記載の２心平行極細同軸ケーブル。
【請求項９】
　横巻シールドを形成する素線径 ．０３ｍｍである請求項 いずれかに記載の２
心平行極細同軸ケーブル。
【請求項１０】
　複合テープに形成される金属蒸着層が銀または銅からなると共に、その厚さが０．１μ
ｍ以上である請求項 いずれかに記載の２心平行極細同軸ケーブル。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、内部導体の外周を絶縁体で被覆した２本並列のコアを備えた２心平行極細同
軸ケーブルに係り、特に、高いシールド効果と柔軟性を併せ持った２心平行極細同軸ケー
ブルに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　一般に同軸ケーブルはシールド効果を高めるために、外部シールドとして編組シールド
、さらには２重シールドにするなどの技術を用いて金属のボリューム（シールドのボリュ
ーム）を出している。これは、内部導体の外周を絶縁体で被覆した２本並列のコアを備え
た２心平行同軸ケーブルの場合も同様である。
【０００３】
　２心平行同軸ケーブルとしては、例えば、外部シールドとして、並列に配列された２本
のコアの外周に編組シールドを施し、その編組シールドの外周に、プラスチックテープの
片面に厚さが０．１μｍ以上の銅蒸着層を形成した複合テープを、銅蒸着層が編組シール
ド側となるようにして巻き付けたものがある。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
　ノートパソコンのヒンジ部などの狭いスペースにケーブルを配線する場合、ケーブルに
は、柔軟性を保ちつつ、かつ細径化することが要求される。近年のノートパソコンは、１
０ＭＨｚ以上の高周波領域にて使用されるため、上述したように、シールド効果の高い編
組シールドを外部シールドに用いた２心平行極細同軸ケーブルが好んで採用される。
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る２ であっ
て、上記横巻シールドの横巻ピッチが下式
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【０００５】
　しかしながら、編組シールドの場合、金属のボリュームがあることからケーブルの柔軟
性が非常に悪く、ケーブルの仕上がり外径も若干太くなるという問題がある。
【０００６】
　この問題の解決策として、２心平行極細同軸ケーブルにおいて、編組シールドを横巻シ
ールドに変更するという方法が考えられる。すなわち、２本のコアの外周に、複数本のシ
ールド素線を所定ピッチでらせん状に巻き付ける方法である。
【０００７】
　しかし、外部シールドが横巻シールドのみの場合、シールド素線間に連続的なスリット
が存在するためにシールド効果が大きく劣るという問題がある。
【０００８】
　また、横巻シールドのピッチが大きければ、その連続的なスリットが大きくなってシー
ルド効果が劣り、横巻シールドのピッチが小さければ、スリットは小さくなるものの、製
造時のシールド素線の張力によりケーブル自体に捻れが発生するという問題がある。
【０００９】
　そこで、本発明の目的は、シールド効果が高く、かつ狭いスペースで配線するのに十分
な柔軟性を持った２心平行極細同軸ケーブルを提供することにある。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　本発明は上記目的を達成するために創案されたものであり、請求項１の発明は、内部導
体の外周を絶縁体で被覆した２本並列のコアと、これら２本のコアの外周に施される横巻
シールドと、プラスチックテープの片面に金属蒸着層が形成され、金属蒸着層が横巻シー
ルド側となるように横巻シールドの外周に巻き付けられる複合テープと、複合テープの外
周に被覆されるジャケットとからなる２心平行極細同軸ケーブルで

【００１１】
　請求項２の発明は、コアの内部導体の外径 ．１３ｍｍ以下で、コアの外径が０．４
５ｍｍ以下であり、ジャケットを被覆したときの長軸方向の外径が１．０ｍｍ以下である
請求項１記載の２心平行極細同軸ケーブルである。
【００１２】
　請求項 の発明は、横巻シールドは、軟銅線、すずめっき軟銅線 銀めっき銅合金
線 からなる素線を３０本～６０本、２本並列のコアの外周に巻き付けて形成さ
れる請求項 いずれかに記載の２心平行極細同軸ケーブルである。
【００１３】
　請求項 の発明は、横巻シールドを形成する素線径 ．０３ｍｍである請求項１～
いずれかに記載の２心平行極細同軸ケーブルである。
【００１４】
　請求項 の発明は、複合テープに形成される金属蒸着層が銀または銅からなると共に、
その厚さが０．１μｍ以上である請求項１～ いずれかに記載の２心平行極細同軸ケーブ
ルである。
【００１５】
　請求項 の発明は、内部導体の外周を絶縁体で被覆した２本並列のコアと、これら２本
のコアの外周に施される横巻シールドと、プラスチックテープの両面に金属蒸着層が形成
され、横巻シールドの外周に巻き付けられる複合テープと、複合テープの外周に被覆され
るジャケットとからなる２心平行極細同軸ケーブル
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あって、
横巻シールドの横巻ピッチが下式
１０≦（横巻ピッチ）／｛（コア外径）×２＋（横巻素線径）｝≦２０
であることを特徴とする２心平行極細同軸ケーブルである。

が０

３ および
のいずれか

１又は２

４ が０ ３

５
４

６

であって、横巻シールドの横巻ピッチ
が下式
１０≦（横巻ピッチ）／｛（コア外径）×２＋（横巻素線径）｝≦２０
であることを特徴とする２心平行極細同軸ケーブルである。



【００１６】
　請求項 の発明は、コアの内部導体の外径 ．１３ｍｍ以下で、コアの外径が０．４
５ｍｍ以下であり、ジャケットを被覆したときの長軸方向の外径が１．０ｍｍ以下である
請求項 記載の２心平行極細同軸ケーブルである。
【００１７】
　請求項 の発明は、横巻シールドは、軟銅線、すずめっき軟銅線 銀めっき銅合金
線 からなる素線を３０本～６０本、２本並列のコアの外周に巻き付けて形成さ
れる請求項 いずれかに記載の２心平行極細同軸ケーブルである。
【００１８】
　請求項 の発明は、横巻シールドを形成する素線径 ．０３ｍｍである請求項
いずれかに記載の２心平行極細同軸ケーブルである。
【００１９】
　請求項 の発明は、複合テープに形成される金属蒸着層が銀または銅からなると共に
、その厚さが０．１μｍ以上である請求項 いずれかに記載の２心平行極細同軸ケー
ブルである。
【００２０】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の好適実施の形態を添付図面にしたがって説明する。
【００２１】
　図１は本発明の好適実施の形態である２心平行極細同軸ケーブルの断面図を示したもの
である。図２は、図１に示した２心平行極細同軸ケーブルの構造図を示したものである。
【００２２】
　図１および図２に示すように、本発明に係る２心平行極細同軸ケーブル１は、例えば、
ノートパソコンのヒンジ部などの狭いスペースに配線するケーブルとして用いられるもの
であり、より詳細には、ノートパソコンの本体と液晶画面を、ヒンジ部を通して接続する
ためのものである。
【００２３】
　この２心平行極細同軸ケーブル１は、内部導体２ａ，２ｂの外周を絶縁体３ａ，３ｂで
それぞれ被覆した２本並列のコア４ａ，４ｂと、これら２本のコア４ａ，４ｂの外周に施
される横巻シールド５と、プラスチックテープ６の片面に金属蒸着層７が形成され、金属
蒸着層７が横巻シールド５側となるように横巻シールド５の外周に巻き付けられる複合テ
ープ８と、複合テープ８の外周に被覆されるジャケット９とからなっている。
【００２４】
　内部導体２ａ，２ｂは、例えば、軟銅線、すずめっき軟銅線、銀めっき銅合金線などの
単線あるいはそれを撚り合わせた撚り線導体からなり、その外径φｉが約０．０１３ｍｍ
以下のものを使用している。内部導体２ａ，２ｂの外径φｉは、言い換えれば、３６ＡＷ
Ｇ（ American Wire Gauge：アメリカ式針金ゲージ）以下である。
【００２５】
　絶縁体３ａ，３ｂとしては、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、エチレン・四フ
ッ化エチレン共重合体（ＥＴＦＥ： Copolymer of Ethylene and Tetrafluoroethylene）
、四フッ化エチレン・六フッ化プロピレン共重合体（ＦＥＰ： Copolymer of Tetrafluoro
ethylene and Hexafluoropropylene）、四フッ化エチレン樹脂（ＰＴＦＥ： Polytetraflu
oroethylene）、四フッ化エチレン・パーフロロプロピルビニルエーテル共重合体（ＰＦ
Ａ： Copolymer of Tetrafluoroethylene and Perfluoroalkoxy）あるいはフッ素ゴムの中
から選定した樹脂を用いている。
【００２６】
　コア４ａ，４ｂは、内部導体２ａ，２ｂの外周に、押出し機などにより、上述したいず
れかの樹脂を均一の厚さで押出し被覆して形成しても良いし、これらの樹脂からなるテー
プを、内部導体２ａ、２ｂの外周に巻き回して形成しても良い。コア４ａ，４ｂの外径φ
ｃは、０．４５ｍｍ以下となるようにしている。
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【００２７】
　さて、２心並列に配列したコア４ａ，４ｂの外周には、外部シールドとしての横巻シー
ルド５が施されている。横巻シールド５は、例えば、軟銅線、すずめっき軟銅線、銀めっ
き銅合金線などの素線５ａ，５ｂ・・・を、３０本～６０本所定ピッチで横巻して形成さ
れるものである。横巻シールド５を形成する各素線５ａ，５ｂ・・・の径φｓは、約０．
０３ｍｍである。
【００２８】
　横巻シールド５の横巻ピッチは、上述したように、横巻ピッチが大きければ、各素線５
ａ，５ｂ・・・間の連続的なスリットが大きくなってシールド効果が劣る点と、横巻ピッ
チが小さければ、各素線５ａ，５ｂ・・・間のスリットは小さくなるものの、製造時の素
線５ａ，５ｂ・・・の張力によりケーブル１自体に捻れが発生する点とを考慮して決定さ
れる。
【００２９】
　具体的に言えば、横巻シールド５の横巻ピッチは、数１で表される範囲が好ましい。
【００３０】
【数１】
　
　
　
　
　
　
　
【００３１】
　より好ましくは、横巻シールド５の横巻ピッチは、数２で表される範囲とするとよい。
【００３２】
【数２】
　
　
　
　
　
　
　
【００３３】
　横巻シールド５の外周には、例えば、ポリエステルなどのプラスチックテープ６の片面
に金属蒸着層７が形成された複合テープ８が巻き付けられている。この複合テープ８は、
金属蒸着層７が横巻シールド５側となるようにして横巻シールド５の外周に巻き付けられ
ている。金属蒸着層７としては、例えば、銅または銀からなるものを用いている。金属蒸
着層７の厚さは、０．１μｍ以上となるようにしている。
【００３４】
　ジャケット９としては、例えば、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ： Polyvinyl chloride）、ポ
リエチレン、ポリプロピレン、エチレン・四フッ化エチレン共重合体（ＥＴＦＥ）、四フ
ッ化エチレン・六フッ化プロピレン共重合体（ＦＥＰ）、四フッ化エチレン樹脂（ＰＴＦ
Ｅ）、四フッ化エチレン・パーフロロプロピルビニルエーテル共重合体（ＰＦＡ）あるい
はフッ素ゴムの中から選定された樹脂を用いている。
【００３５】
　ジャケット９は、複合テープ８の外周に、上述したいずれかの樹脂を、押出し機などに
よって均一の厚さで押出し被覆したものである。ジャケット５としては、例えば、ポリエ
ステルなどのプラスチックテープを使用してもよい。この場合は、プラスチックテープを
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複合テープ８の外周に重ね巻きする。
【００３６】
　２心平行極細同軸ケーブル１は、ジャケット９を被覆したときの長軸方向の外径φが１
．０ｍｍ以下となっている。
【００３７】
　本発明の特徴は、２本並列のコアの外周に横巻シールドを施してケーブルの柔軟性を高
め、その横巻シールドの外周に金属蒸着層が形成された複合テープを巻き付けて高いシー
ルド効果を持たせた点にある。
【００３８】
　次に、２心平行極細同軸ケーブル１の製造手順の一例を説明する。
【００３９】
　まず、内部導体２ａ，２ｂとして、外径φｉが約０．０９ｍｍ（４０ＡＷＧ）の銀めっ
き銅合金線を用いる。各内部導体２ａ，２ｂの外周に、絶縁体３ａ，３ｂとして、押出し
機により、ＰＦＡ樹脂を押出し被覆したＰＦＡ樹脂絶縁体を設け、コア外径φｃが０．２
１ｍｍのコア４ａ，４ｂとする。これら絶縁線心であるコア４ａ，４ｂを２本並列に配列
し、２本並列のコア４ａ，４ｂの外周に、素線５ａ，５ｂ・・・として、素線径φｓが０
．０３ｍｍの銀めっき銅合金線を６ｍｍのピッチで４０本らせん状に横巻し、横巻シール
ド５とする。
【００４０】
　本実施の形態における横巻ピッチの範囲は、コア外径φｃが０．２１ｍｍ、横巻素線径
φｓが０．０３ｍｍであることから、数１または数２により、４．５ｍｍ以上９．０ｍｍ
以下、より好ましく言えば５．４ｍｍ以上６．７５ｍｍ以下にすればよいことがわかる。
ここでは、横巻ピッチが６ｍｍであるので、数１および数２の条件を共に満たしている。
【００４１】
　横巻シールド５の外周に、厚さが約４μｍ、幅が２．５ｍｍの複合テープ８として、プ
ラスチックテープ６としてのポリエステルテープの片面に、厚さが約０．３μｍの金属蒸
着層７としての銅蒸着層が形成された銅蒸着ポリエステルテープを巻き付ける。複合テー
プ８は、銅蒸着層が横巻シールド５側となるように、１／２～１／３で重ね巻きされてい
る。
【００４２】
　この複合テープ８の外周に、ジャケット９として、厚さが約６．５μｍ、幅が２．５ｍ
ｍのポリエステルテープを１／２～１／３で重ね巻きすると、図１および図２で示した２
心平行極細同軸ケーブル１が完成する。ケーブル１の仕上がり外径（ジャケットを被覆し
たときの長軸方向の外径）φは、約０．５２ｍｍである。
【００４３】
　このように、本発明に係る２心平行極細同軸ケーブル１は、外部シールドを横巻シール
ドとし、その横巻シールドの外周に、片面に金属蒸着層が形成された複合テープを巻き付
けることにより、シールド効果が高く、かつ狭いスペースで配線するのに十分な柔軟性を
持たせることができる。
【００４４】
　すなわち、２心平行極細同軸ケーブル１は、外部シールドを横巻シールドにすることで
、外部シールドが編組シールドや２重シールドの場合に欠けていたケーブルの柔軟性を高
めている。さらに、横巻シールドの外周に、金属蒸着層が形成された複合テープを巻き付
けることで、横巻シールドの素線間に形成される連続的なスリットを覆ってケーブルのシ
ールド効果を高めている。
【００４５】
　横巻シールドの横巻ピッチについても、シールド効果が劣らず、しかもケーブル自体に
捻れが発生しないような横巻ピッチ（具体的には数１または数２）となっている。
【００４６】
　また、ケーブル１の仕上がり外径（ジャケットを被覆したときの長軸方向の外径）が１
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．０ｍｍ以下と細径であり、ケーブルの柔軟性、シールド効果も十分なので、例えば、ノ
ートパソコンのヒンジ部などの狭いスペースに配線するケーブルとして用いることができ
る。より詳細に言えば、ノートパソコンの本体と液晶画面を、ヒンジ部を通して接続する
ケーブルとして使用することができる。
【００４７】
　したがって、本発明に係る２心平行極細同軸ケーブル１は、電気特性、加工性、屈曲性
のすべてをバランスよく備えたケーブルである。
【００４８】
　次に、本発明の第２の実施の形態を説明する。
【００４９】
　図３は、本発明の第２の実施の形態である２心平行極細同軸ケーブルの断面図を示した
ものである。図４は、図３に示した２心平行極細同軸ケーブルの構造図を示したものであ
る。
【００５０】
　図３および図４に示すように、２心平行極細同軸ケーブル３０は、内部導体２ａ，２ｂ
の外周を絶縁体３ａ，３ｂで被覆した２本並列のコア４ａ，４ｂと、これら２本のコア４
ａ，４ｂの外周に施される横巻シールド５と、ポリエステルなどのプラスチックテープ６
の両面に金属蒸着層３１ａ，３１ｂが形成され、横巻シールド５の外周に巻き付けられる
複合テープ３２と、複合テープ３２の外周に被覆されるジャケット９とからなっている。
【００５１】
　金属蒸着層３１ａ，３１ｂとしては、例えば、銅または銀からなるものを用いている。
各金属蒸着層３１ａ，３１ｂの厚さは、０．１μｍ以上となるようにしている。この２心
平行極細同軸ケーブル３０は、複合テープ３２を除き、図１および図２で説明した２心平
行極細同軸ケーブル１と同じ構成である。
【００５２】
　２心平行極細同軸ケーブル３０は、横巻シールド５の外周に、金属蒸着層３１ａ，３１
ｂが両面に形成された複合テープ３２が巻き付けられているので、ケーブル１に比べれば
、より一層シールド効果が高くなるという利点がある。また、横巻シールド５の外周に複
合テープ３２を巻き付ける際に、表裏を確認する必要がないので、巻き付けを誤ることが
ないという利点もある。その他の作用効果は、ケーブル１と同様である。
【００５３】
【発明の効果】
　以上説明したことから明らかなように、本発明によれば次のごとき優れた効果を発揮す
る。
【００５４】
（１）外部シールドを横巻シールドとし、その横巻シールドの外周に、金属蒸着層が形成
された複合テープを巻き付けることにより、シールド効果が高く、かつ狭いスペースで配
線するのに十分な柔軟性を持たせることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の好適実施の形態を示す断面図である。
【図２】　図１に示した２心平行極細同軸ケーブルの構造図である。
【図３】　本発明の第２の実施の形態を示す断面図である。
【図４】　図２に示した２心平行極細同軸ケーブルの構造図である。
【符号の説明】
　１　２心平行極細同軸ケーブル
　２ａ，２ｂ　内部導体
　３ａ，３ｂ　絶縁体
　４ａ，４ｂ　コア
　５　横巻シールド
　６　プラスチックテープ

10

20

30

40

50

(7) JP 3900864 B2 2007.4.4



　７　金属蒸着層
　８　複合テープ
　９　ジャケット

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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