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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内部にケーブルを挿通可能な通路が形成されたコアと、
　該コアを内包するケースと、を備え、
　該コアは略円筒状を直径方向に半割りにした第一コアと第二コアとから構成され、
　該ケースは、該コアの外周面であって該ケーブルの挿通方向と直交する方向の略半分で
ある該第一コアの外周面を覆い弾性素材から構成される第一ケースと、該コアの該外周面
の残りの半分である該第二コアの外周面を覆い弾性素材から構成される第二ケースとが接
合して構成され、
　該第一ケースは、該ケーブルの挿通方向と略平行に延びる第一合わせ面を一端に規定し
た第一壁部と、該第一合わせ面と略平行に延びる第二合わせ面を他端に規定した第二壁部
と、該第一壁部と該第二壁部とを繋ぐ第一底壁部とを備え、
　該第二ケースは、該ケーブルの挿通方向と略平行に延び該第一合わせ面と当接可能な第
三合わせ面が一端に設けられた第三壁部と、該第三合わせ面と略平行に延び該第二合わせ
面と当接可能な第四合わせ面を他端に規定した第四壁部と、該第三壁部と該第四壁部とを
繋ぎ該第一底壁部と対向可能な第二底壁部とを備え、
　該第一底壁部には、該ケースに該コアが内包された状態で該第一コアを該第二ケース側
に付勢する第一コア押さえ片部が設けられ、
　該第二底壁部には、該ケースに該コアが内包された状態で該第二コアを該第一ケース側
に付勢する第二コア押さえ片部が設けられ、
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　該第一壁部には、該ケースに該コアが内包された状態で該第一コアを該第二壁部側に付
勢する第一支持片部が設けられ、
　該第二壁部には、該ケースに該コアが内包された状態で該第一コアを該第一壁部側に付
勢する第二支持片部が設けられ、
　該第三壁部には、該ケースに該コアが内包された状態で該第二コアを該第四壁部側に付
勢する第三支持片部が設けられ、
　該第四壁部には、該ケースに該コアが内包された状態で該第二コアを該第三壁部側に付
勢する第四支持片部が設けられ、
　該第一支持片部及び該第二支持片部は、該第一ケースと一体に構成され、
　該第三支持片部及び該第四支持片部は、該第二ケースと一体に構成され、
　該第一支持片部は、該第一底壁部側を基部とし、該第一合わせ面側を自由端部として該
第一ケース内方に屈曲されると共に該コアが該ケースに内包された状態で該第一コアと面
接触する第一接触面を備え、
　該第二支持片部は、該第一底壁部側を基部とし、該第二合わせ面側を自由端部として該
第一ケース内方に屈曲されされると共に該コアが該ケースに内包された状態で該第一コア
と面接触する第二接触面を備え、
　該第三支持片部は、該第二底壁部側を基部とし、該第三合わせ面側を自由端部として該
第二ケース内方に屈曲されされると共に該コアが該ケースに内包された状態で該第二コア
と面接触する第三接触面を備え、
　該第四支持片部は、該第二底壁部側を基部とし、該第四合わせ面側を自由端部として該
第二ケース内方に屈曲されると共に該コアが該ケースに内包された状態で該第二コアと面
接触する第四接触面を備え、
　該コアは該第一ケースと該第二ケースとが接合されて該ケースを構成した状態で、該第
一コア押さえ片部と該第二コア押さえ片部と該第一支持片部と該第二支持片部と該第三支
持片部と該第四支持片部とによって弾性的に保持されていることを特徴するノイズ吸収装
置。
【請求項２】
　該第一ケースは、第一ケース内面であって該第一壁部に設けられた第一リブと、該第二
壁部に設けられた第二リブとを備え、該第一支持片部は該第一リブを該基部として該第一
ケース内方に屈曲され、該第二支持片部は該第二リブを該基部として該第一ケース内方に
屈曲され、
　該第二ケースは、第二ケース内面であって該第三壁部に設けられた第三リブと、該第四
壁部に設けられた第四リブとを備え、該第三支持片部は該第三リブを該基部として該第二
ケース内方に屈曲され、該第四支持片部は該第四リブを該基部として該第二ケース内方に
屈曲されていることを特徴とする請求項１に記載のノイズ吸収装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はノイズ吸収装置に関し、特に電源ケーブルに装着されるノイズ吸収装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来、電子機器において、電源より発生されるノイズを除去するためにフェライトコア
を備えたノイズ吸収装置が電源ケーブルに取り付けられている。具体的には貫通孔が形成
されたフェライトコアの貫通孔内に電源ケーブルを挿通し、フェライトコアが電源ケーブ
ルに対して動かないようにすると共に、コアの破損を防止するために樹脂等のケースでフ
ェライトコアを覆っている。
【０００３】
　この様なノイズ吸収装置では、ケース内にフェライトコアを好適に保持するために、分
割されたケースの一方と他方にそれぞれコア押さえ片が設けられてケースを閉じた際にコ
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ア押さえ片でコアを挟むように保持している。（特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００１－３２６１２３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、従来のノイズ吸収装置では、例えば上下方向の様に一方向からの支持によって
ケース内にコアが保持されていたため、一方向とは異なる方向から衝撃等が加わった際に
、コアがケースに直接当接し、その衝撃を吸収しきれずにコアが破損する場合があった。
コアが割れてしまうと閉磁路構造にならないため、所定のノイズ吸収効果が得られなくな
る。また、例えば車の電装関係部品に上記ノイズ吸収装置が用いられている場合では、車
の振動により割れたコア同士がぶつかり合って唸りを発生する場合もあった。そこで、本
発明は、振動・衝撃時にコアが割れない振動衝撃に強いノイズ吸収装置を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するために本発明は、内部にケーブルを挿通可能な通路が形成されたコ
アと、コアを内包するケースとを備え、コアは略円筒状を直径方向に半割りにした第一コ
アと第二コアとから構成され、ケースは、コアの外周面であってケーブルの挿通方向と直
交する方向の略半分である第一コアの外周面を覆い弾性素材から構成される第一ケースと
、コアの外周面の残りの半分である第二コアの外周面を覆い弾性素材から構成される第二
ケースとが接合して構成され、第一ケースは、ケーブルの挿通方向と略平行に延びる第一
合わせ面を一端に規定した第一壁部と、第一合わせ面と略平行に延びる第二合わせ面を他
端に規定した第二壁部と、第一壁部と第二壁部とを繋ぐ第一底壁部とを備え、第二ケース
は、ケーブルの挿通方向と略平行に延び第一合わせ面と当接可能な第三合わせ面が一端に
設けられた第三壁部と、第三合わせ面と略平行に延び第二合わせ面と当接可能な第四合わ
せ面を一端に規定した第四壁部と、第三壁部と第四壁部とを繋ぎ第一底壁部と対向可能な
第二底壁部とを備えたノイズ吸収装置を提供する。このノイズ吸収装置の第一底壁部には
、ケースにコアが内包された状態で第一コアを第二ケース側に付勢する第一コア押さえ片
部が設けられ、第二底壁部には、ケースにコアが内包された状態で第二コアを第一ケース
側に付勢する第二コア押さえ片部が設けられている。また第一壁部には、ケースにコアが
内包された状態で第一コアを第二壁部側に付勢する第一支持片部が設けられ、第二壁部に
は、ケースにコアが内包された状態で第一コアを第一壁部側に付勢する第二支持片部が設
けられ、第三壁部には、ケースにコアが内包された状態で第二コアを第四壁部側に付勢す
る第三支持片部が設けられ、第四壁部には、ケースにコアが内包された状態で第二コアを
第三壁部側に付勢する第四支持片部が設けられている。この第一支持片部及び第二支持片
部は、第一ケースと一体に構成され、第三支持片部及び第四支持片部は、第二ケースと一
体に構成されている。また第一支持片部は、第一底壁部側を基部とし、第一合わせ面側を
自由端部として第一ケース内方に屈曲されると共に該コアが該ケースに内包された状態で
該第一コアと面接触する第一接触面を備え、第二支持片部は、第一底壁部側を基部とし、
第二合わせ面側を自由端部として第一ケース内方に屈曲されると共に該コアが該ケースに
内包された状態で該第一コアと面接触する第二接触面を備え、第三支持片部は、第二底壁
部側を基部とし、第三合わせ面側を自由端部として第二ケース内方に屈曲されると共に該
コアが該ケースに内包された状態で該第二コアと面接触する第三接触面を備え、第四支持
片部は、第二底壁部側を基部とし、第四合わせ面側を自由端部として第二ケース内方に屈
曲されると共に該コアが該ケースに内包された状態で該第二コアと面接触する第四接触面
を備えており、コアは第一ケースと第二ケースとが接合されてケースを構成した状態で、
第一コア押さえ片部と第二コア押さえ片部と第一支持片部と第二支持片部と第三支持片部
と第四支持片部とによって弾性的に保持されている。
【０００６】
　このような構成のノイズ吸収装置によると、押さえ片部と支持片部とによりコアがケー
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スに保持される。この場合にコアを支持する箇所が多数に亘るため、コアに対する押さえ
片部及び支持片部の追従性が高まり、保持性能を向上させることができる。また第一押さ
え片部及び第二押さえ片部により、第一ケースから第二ケースへと向かう方向の衝撃を吸
収することができると共に、第一ケースから第二ケースへと向かう方向と交差する方向に
おいてもその衝撃を吸収することができるため、コアの耐衝撃性を向上させることができ
る。コアを保持する箇所が多数に亘るので、仮にコアが破損したとしてもコア押さえ片及
びコア支持片でコアを基の形状のまま保持することができるため、ある程度の閉磁路は構
成することが可能となり、ノイズ吸収特性の急激な低下を抑制することができる。またケ
ースを構成する部品点数を少なくすることができると共に、ケースの製造が容易となる。
また各支持部においてコアに対する付勢力が最も大きい場所が、各合わせ面に近い位置に
なる。よって第一ケースから第二ケースへと向かう方向と交差する方向においてより好適
にその衝撃を吸収することができる。また各支持片部とコアとが面当接することになるた
め、安定してコアを支持することができる。面当接であるため、各支持片部において応力
集中が発生することが抑制されるため、コアの破損が低減される。
【００１３】
　また第一ケースは、第一ケース内面であって第一側壁部に設けられた第一リブと、第二
側壁部に設けられた第二リブとを備え、第一支持片部は第一リブを基部として第一ケース
内方に屈曲され、第二支持片部は第二リブを基部として第一ケース内方に屈曲され、第二
ケースは、第二ケース内面であって第三側壁部に設けられた第三リブと、第四側壁部に設
けられた第四リブとを備え、第三支持片部は第三リブを基部として第二ケース内方に屈曲
され、第四支持片部は第四リブを基部として第二ケース内方に屈曲されていてもよい。
【００１４】
　このような構成によると、ケース内面の形状がコア外周の形状と異なった場合であって
も、過度の変位を吸収することができる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、振動衝撃に強いノイズ吸収装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明の第一の実施の形態に係るノイズ吸収装置について図１から図６を参照し
ながら説明する。図１に示されるノイズ吸収装置１は、ケース２とコア５とから構成され
ている。
【００１７】
　図１に示されるように、ケース２は弾性を備えた樹脂を素材として、第一ケース部３と
、第二ケース部４とから構成されている。第一ケース部３と第二ケース部４との間には、
ヒンジ２Ａ及びヒンジ２Ｂが設けられて第一ケース部３と第二ケース部４とを一体として
いる。
【００１８】
　第一ケース部３は、第一周壁部３Ａと、第一周壁部３Ａの軸方向の一端を塞ぐ第一端壁
部３Ｂと、第一周壁部３Ａの軸方向の他端を塞ぐ第二端壁部３Ｃとから構成されている。
以下、第一周壁部３Ａの一端から他端へと向かう方向（ケーブル挿通方向）をｘ軸方向と
定義する。第一周壁部３Ａは、ｘ軸方向と略平行に延びる第一合わせ面３１Ａを端面に規
定した第一壁部３１と、第一合わせ面３１Ａと略平行に延びる第二合わせ面３２Ａを端面
に規定した第二壁部３２と、第一壁部３１と第二壁部３２とを繋ぐ第一底壁部３３とを備
えている。第一合わせ面３１Ａと、第二合わせ面３２Ａとは、それぞれ同一平面上に位置
している。
【００１９】
　第二壁部３２は、第二合わせ面３２Ａ位置でヒンジ２Ａ及びヒンジ２Ｂの一側部に一体
に接続されており、ヒンジ２Ａ及びヒンジ２Ｂの他側部には第二ケース部４が一体に接続
されている。よって第一ケース部３から第二ケース部４に向かう方向であってｘ軸方向と
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直交する方向をｙ軸方向と定義する。またｘ軸方向、ｙ軸方向それぞれに直交する方向を
ｚ軸方向と定義する。
【００２０】
　第一端壁部３Ｂ及び第二端壁部３Ｃは円板を略半分に切断した形状に構成されており、
第一端壁部３Ｂ及び第二端壁部３Ｃのｙ軸方向略中央部分には、それぞれ半円弧状の第一
ケーブル挿通溝３ｂ及び第二ケーブル挿通溝３ｃが形成されている。
【００２１】
　また第一周壁部３Ａは、図３に示されるように第一壁部３１と第一底壁部３３と第二壁
部３２とからｙ－ｚ断面が第一端壁部３Ｂ及び第二端壁部３Ｃの円周に沿った円弧状を成
している。図１及び図２に示されるように、第一壁部３１には、ｘ軸方向に並んで四角に
切り取られた空間３１ｂ、３１ｃが形成されており、この空間３１ｂ、３１ｃ内に、第一
底壁部３３側を基部とし、第一合わせ面３１Ａ側を自由端部とする第一支持片３１Ｂ、３
１Ｃが設けられている。第一支持片３１Ｂ、３１Ｃの自由端部は、それぞれ第一合わせ面
３１Ａに近接する位置まで延出されている。図３に示されるように、第一支持片３１Ｂ、
３１Ｃの第一周壁部３Ａの内面と連続する面には、第一接触面３１Ｄ、３１Ｅが規定され
ている。またこれら第一支持片３１Ｂ、３１Ｃは、その自由端側が第一周壁部３Ａ内方に
位置するように屈曲している。
【００２２】
　図２に示されるように、第二壁部３２にも同様に、ｘ軸方向に並んで四角に切り取られ
た空間３２ｂ、３２ｃが形成されており、この空間３２ｂ、３２ｃ内に、第一底壁部３３
側を基部とし、第二合わせ面３２Ａ側を自由端部とする第二支持片３２Ｂ、３２Ｃが設け
られている。第二支持片３２Ｂ、３２Ｃの自由端部は、それぞれ第二合わせ面３２Ａに近
接する位置まで延出されている。図３に示されるように、第二支持片３２Ｂ、３２Ｃの第
一周壁部３Ａの内面と連続する面には、第二接触面３２Ｄ、３２Ｅが規定されている。ま
たこれら第二支持片３２Ｂ、３２Ｃは、その自由端側が第一周壁部３Ａ内方に位置するよ
うに屈曲している。
【００２３】
　図２に示されるように、第一底壁部３３には、その中央部分にｘ軸方向に並んで第一コ
ア押さえ片３３Ａ、３３Ｂが設けられている。第一コア押さえ片３３Ａ、３３Ｂは、それ
ぞれ第一底壁部３３の一部が略Ｕの字状に切り取られて切片が構成され、その切片が第一
底壁部３３と繋がっている部分を基端として第一周壁部３Ａ内方に折り曲げられて構成さ
れている。
【００２４】
　また第一周壁部３Ａであって、ｘ軸方向において第一コア押さえ片３３Ａ、３３Ｂの両
端側位置には、それぞれ第一ケーブル保持部３４、及び第二ケーブル保持部３５が設けら
れている。
【００２５】
　第一ケーブル保持部３４は、第一端壁部３Ｂ近傍の第一底壁部３３から略ｚ軸方向と略
平行に延出された第一保持部第一腕部３４Ａと第一保持部第二腕部３４Ｂとから構成され
ており、第一保持部第一腕部３４Ａと第一保持部第二腕部３４Ｂとの間に図示せぬケーブ
ルを保持することができる。尚、第一保持部第一腕部３４Ａと第一保持部第二腕部３４Ｂ
とは、互いの中間位置を通るｚ－ｘ平面に関して面対称な構成となっている。
【００２６】
　第二ケーブル保持部３５は、第一ケーブル保持部３４と同様な構成であり、第二端壁部
３Ｃ近傍の第一底壁部３３から略ｚ軸方向と略平行に延出された第二保持部第一腕部３５
Ａと第二保持部第二腕部３５Ｂとから構成されている。
【００２７】
　第一端壁部３Ｂの第一合わせ面３１Ａ近傍位置及び第二合わせ面３２Ａ近傍位置からは
、それぞれ第一コア保持部材３６Ａ、３６Ｂがｘ軸と平行に、第一ケース部３内方に向か
って延出されている。第二端壁部３Ｃの第一合わせ面３１Ａ近傍位置及び第二合わせ面３
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２Ａ近傍位置からも、第一端壁部３Ｂと同様に、第一コア保持部材３７Ａ、３７Ｂがｘ軸
と平行に、第一ケース部３内方に向かって延出されている。
【００２８】
　第一壁部３１の第一合わせ面３１Ａ位置からは、ｚ軸方向に向けて延出された第一掛止
片部３９Ａ、第二掛止片部３９Ｂ及びが設けられており、第一掛止片部３９Ａ及び第二掛
止片部３９Ｂには、それぞれ第一掛止貫通孔３９ａ及び第二掛止貫通孔３９ｂが形成され
ている。また第一掛止片部３９Ａと第二掛止片部３９Ｂとの間の略中間部分には、第一合
わせ面３１Ａより突出している凸部３９Ｃが設けられている。
【００２９】
　第二ケース部４は、第二周壁部４Ａと、第二周壁部４Ａの一端を塞ぐ第三端壁部４Ｂと
、第二周壁部４Ａの他端を塞ぐ第四端壁部４Ｃとから構成されており、ヒンジ２Ａ、２Ｂ
のｙ軸方向略中央を通るｚ－ｘ平面に対して第一ケース部３と略同じ構成を取っている。
従って、第二ケース部４の構成部品及び形状のうち、第一ケース部３に設けられている構
成部品と同じ構成を取っている部品及び形状、具体的には、第三壁部４１、第四壁部４２
、第二底壁部４３、第三ケーブル挿通溝４ｂ、第四ケーブル挿通溝４ｃ、空間４１ｂ、４
１ｃ、第三支持片４１Ｂ、４１Ｃ、第三接触面４１Ｄ、４１Ｅ、空間４２ｂ、４２ｃ、第
四支持片４２Ｂ、４２Ｃ、第四接触面４２Ｄ、４２Ｅ、第二コア押さえ片４３Ａ、４３Ｂ
、第三ケーブル保持部４４、第四ケーブル保持部４５、第二コア保持部材４６Ａ、４６Ｂ
、及び第二コア保持部材４７Ａ、４７Ｂについては、第一ケース部３の構成部品及び形状
と同一であるため、その説明を省略する。
【００３０】
　図１に示されるように、第三壁部４２の第三合わせ面４１Ａ位置には、第一掛止貫通孔
３９ａ及び第二掛止貫通孔３９ｂと掛止可能な第一掛止爪部４９Ａ、第二掛止爪部４９Ｂ
が設けられている。また第三合わせ面４１Ａであって第一掛止爪部４９Ａと第二掛止爪部
４９Ｂとの略中間地点には、凸部３９Ｃが挿入可能な凹部４９ｃが形成されている。
【００３１】
　図１に示されるように、コア５は略円筒状のフェライト基材を直径方向に半割りにした
第一コア６と第二コア７とから構成されている。
【００３２】
　第一コア６は、半割りされた切断面である第一コア第一面６Ａと第一コア第二面６Ｂと
を備え、第一コア第一面６Ａと第一コア第二面６Ｂとの間には、図示せぬケーブルが通る
通路となる貫通孔の半分部分である第一コア溝６ａが形成されている。この第一コア溝６
ａと後述の第二コア溝７ａと合わせられることにより、図示せぬケーブルが挿通する通路
が形成される。第一コア第一面６Ａ及び第一コア第二面６Ｂの貫通孔方向一端側には、そ
れぞれ第一コア保持部材３６Ａ、３６Ｂと係合可能な第一切り欠き６１ａ及び第二切り欠
き６１ｂが形成されており、貫通孔方向他端側には、それぞれ第一コア保持部材３７Ａ、
３７Ｂと係合可能な第三切り欠き６１ｃ及び第四切り欠き６１ｄが形成されている。また
第一コア６の第一コア溝６ａの底部であって一端側位置と他端側位置とには、第一コア６
を第一ケース部３に装着した際に、第一ケーブル保持部３４、第二ケーブル保持部３５が
挿入される空間となる第一凹部６ｂ及び第二凹部６ｃが形成されている。
【００３３】
　第二コア７は、第一コア６と同一形状に構成されており、第二コア第一面７Ａ及び第二
コア第二面７Ｂを備え、第二コア溝７ａが形成され、第二コア第一面７Ａ及び第二コア第
二面７Ｂの挿通孔方向一端側及び他端側には、それぞれ第二コア保持部材４６Ａ、４６Ｂ
と係合可能な第一切り欠き７１ａ、第二切り欠き７１ｂと、それぞれ第二コア保持部材４
７Ａ、４７Ｂと係合可能な第三切り欠き７１ｃ及び第四切り欠き７１ｄとが形成されてお
り、第二コア溝７ａの底部であって一端側位置と他端側位置とには、第三凹部７ｂ及び第
四凹部７ｃが形成されている。
【００３４】
　第一コア６及び第二コア７をケース２に装着した際には、第一コア６においては、図４
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に示されるように、第一ケース部３内に挿入されて、第一ケーブル保持部３４、第二ケー
ブル保持部３５がそれぞれ第一凹部６ｂ及び第二凹部６ｃ内に入ると共に、第一コア保持
部材３６Ａ、３６Ｂ及び第二コア保持部材３７Ａ、３７Ｂがそれぞれ第一切り欠き６１ａ
、第二切り欠き６１ｂ、第三切り欠き６１ｃ、及び第四切り欠き６１ｄに掛止される。ま
た図５に示されるように、第一コア６の第一コア第一面６Ａと第一コア第二面６Ｂとは、
第一合わせ面３１Ａ及び第二合わせ面３２Ａより突出した位置にある。
【００３５】
　この場合に、図５に示されるように、第一コア６は、第一コア押さえ片３３Ａ、３３Ｂ
によりｚ軸方向に付勢されている。よって、第一コア押さえ片３３Ａ、３３Ｂと第一コア
保持部材３６Ａ、３６Ｂ及び第二コア保持部材３７Ａ、３７Ｂ（図２）とにより、第一コ
ア６は、少なくともｚ軸方向において保持される。
【００３６】
　また図５に示されるように、第一コア６は、第一支持片３１Ｂ、３１Ｃと第二支持片３
２Ｂ、３２Ｃとにより付勢されている。第一支持片３１Ｂ、３１Ｃと第二支持片３２Ｂ、
３２Ｃとは、その自由端位置がそれぞれ第一合わせ面３１Ａ及び第二合わせ面３２Ａ近傍
に位置するため、その付勢方向がそれぞれ少なくとも第二壁部３２側、少なくとも第一壁
部３１側となっている。よってｙ軸方向において、第一コア６は弾性的に保持された状態
となっている。また第一コア６が第一支持片３１Ｂ、３１Ｃと第二支持片３２Ｂ、３２Ｃ
とにより保持される場合に、第一接触面３１Ｄ、３１Ｅ及び第二接触面３２Ｄ、３２Ｅが
第一コア６と面接触して保持するため、各支持片により安定して第一コア６が保持される
。第二コア７も第一コア６と同様に第二ケース部４内に保持されている。
【００３７】
　図６に示されるように、ケーブル９を第一コア溝６ａ（図２）に配置して、ヒンジ２Ａ
、２Ｂ（図２）を支点として第二ケース部４を第一ケース部３側に回動させて、第一掛止
爪部４９Ａ及び第二掛止爪部４９Ｂを第一掛止貫通孔３９ａ及び第二掛止貫通孔３９ｂに
掛止し、凸部３９Ｃを凹部４９ｃに挿入してケース２を閉じた状態で、第一コア６の第一
コア第一面６Ａ及び第一コア第二面６Ｂ（図１）と、第二コア７の第二コア第一面７Ａ及
び第二コア第二面７Ｂ（図１）とは当接する。この場合に、第一コア６は、第一コア押さ
え片３３Ａ、３３Ｂの付勢方向と反対方向に移動して第一～第四切り欠き６１ａ～ｄとの
掛止が解かれ、第二コア７も、第二コア押さえ片４３Ａ、４３Ｂの付勢方向と反対方向に
移動して第一～第四切り欠き７１ａ～ｄとの掛止が解かれる。従って、第一コア６と第二
コア７とを含むコア５は、ｚ軸方向においてケース２内で第一コア押さえ片３３Ａ、３３
Ｂと第二コア押さえ片４３Ａ、４３Ｂにより弾性的に保持された状態となる。
【００３８】
　第一コア６と第二コア７とは、上述したように、ｙ軸方向に弾性的に保持された状態で
ある。よって図６に示されるようにノイズ吸収装置１がケーブル９に装着された状態では
、コア５が、ｘ軸方向と直交する方向、即ちケーブル挿通方向と直交する方向において、
ケース２内で弾性的に保持された状態となり、ノイズ吸収装置１にｙ軸方向、ｚ軸方向の
何れの方向からの衝撃が加えられたとしても、その衝撃を吸収し、コア５の破損を防止す
ることができる。
【００３９】
　次に本発明の第二の実施の形態について説明する。図７に示されるノイズ吸収装置１０
１は、第一壁部１３１、第二壁部１３２、第三壁部１４１、第四壁部１４２に係る構成以
外は第一の実施の形態に係るノイズ吸収装置１と同じ構成であるため、図１から図６の参
照番号に１００を付加して説明を省略する。
【００４０】
　図７に示されるように、第一ケース部１０３において、第一壁部１３１に第一底壁部１
３３との境界位置から第一合わせ面１３１Ａの方向に向かって、第一壁部１３１内面に延
びる第一リブ１３１Ｆ、１３１Ｇを設け、第二壁部１３２にも同様の第二リブ１３２Ｆ、
１３２Ｇ（図８）を設け、第二ケース部４においても同様の第三リブ１４１Ｆ、１４１Ｇ
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（図７）、第四リブ１４２Ｆ、１４２Ｇを設ける。この場合に、第一ケース部１０３では
、第一リブ１３１Ｆ、１３１Ｇの延出方向端部を基部として、第一支持片１３１Ｂ、１３
１Ｃが設けられ、第二リブ１３２Ｆ、１３２Ｇの延出方向端部を基部として、第二支持片
１３２Ｂ、１３２Ｃが設けられる。また第一リブ１３１Ｆ、１３１Ｇ及び、第二リブ１３
２Ｆ、１３２Ｇはその内面が第一コア１０６の外周面と沿うように弧状に形成されている
。
【００４１】
　図８に示されるように、第一支持片１３１Ｂ、１３１Ｃは、その自由端部分が第一ケー
ス部１０３の内方に向かうように基部位置から屈曲されており、第二支持片１３２Ｂ、１
３２Ｃもその自由端部分が第一ケース部１０３の内方に向かうように基部位置から屈曲さ
れている。
【００４２】
　よって、図９に示されるように、第一ケース部１０３内に第一コア１０６が挿入された
場合であっても、第一コア１０６は、第一支持片１３１Ｂ、１３１Ｃ及び第二支持片１３
２Ｂ、１３２Ｃによりｙ軸方向に弾性的に保持される。第二ケース部１０４においても同
様に第二コア１０７が、第三支持片１４１Ｂ、１４１Ｃ及び第四支持片１４２Ｂ、１４２
Ｃにより弾性的に保持されるため、第一の実施の形態に係るノイズ吸収装置一と同様に、
ノイズ吸収装置１０１にｙ軸方向、ｚ軸方向の何れの方向からの衝撃が加えられたとして
も、その衝撃を吸収し、コア１０５の破損を防止することができる。これら第一～第四リ
ブ１３１Ｆ～１４２Ｇが有ることにより、ケース１０２内面の形状がコア１０５外周の形
状と異なった場合であっても、少なくともコア１０５はいずれかのリブに当接するため、
過度の変位を吸収することができる。
【００４３】
　尚、本発明のノイズ吸収装置は、上記した実施の形態に限定されるものではなく、本発
明の要旨を逸脱しない範囲内において種々変更を加え得ることは勿論である。例えばコア
は分割コアとしたがこれに限らず一体の筒状のコアとしても良い。またケースはヒンジに
より接続されていたが、ヒンジを備えずに掛止爪等により半割りのケースを掛止する構成
としても良い。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本発明の第一の実施の形態に係るノイズ吸収装置の分解斜視図。
【図２】本発明の第一の実施の形態に係るノイズ吸収装置の平面図。
【図３】本発明の第一の実施の形態に係るノイズ吸収装置のケースのみの状態でのｙ－ｚ
平面での断面図。
【図４】本発明の第一の実施の形態に係るノイズ吸収装置のケースとコアとを組み合わせ
た状態での斜視図。
【図５】本発明の第一の実施の形態に係るノイズ吸収装置のケースとコアとを組み合わせ
た状態でのｙ－ｚ平面での断面図。
【図６】本発明の第一の実施の形態に係るノイズ吸収装置のケーブルに取り付けた状態で
の斜視図。
【図７】本発明の第二の実施の形態に係るノイズ吸収装置の分解斜視図。
【図８】本発明の第二の実施の形態に係るノイズ吸収装置のケースのみの状態でのｙ－ｚ
平面での断面図。
【図９】本発明の第二の実施の形態に係るノイズ吸収装置のケースとコアとを組み合わせ
た状態でのｙ－ｚ平面での断面図。
【符号の説明】
【００４５】
１・・ノイズ吸収装置　２・・ケース　２Ａ・・ヒンジ　２Ｂ・・ヒンジ
３・・第一ケース部　３Ａ・・第一周壁部　３Ｂ・・第一端壁部　３Ｃ・・第二端壁部
３ｂ・・第一ケーブル挿通溝　３ｃ・・第二ケーブル挿通溝　４・・第二ケース部
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４Ａ・・第二周壁部　４Ｂ・・第三端壁部　４Ｃ・・第四端壁部
４ｂ・・第三ケーブル挿通溝　４ｃ・・第四ケーブル挿通溝　５・・コア
６・・第一コア　６Ａ・・第一コア第一面　６Ｂ・・第一コア第二面
６ａ・・第一コア溝　６ｂ・・第一凹部　６ｃ・・第二凹部　７・・第二コア
７Ａ・・第二コア第一面　７Ｂ・・第二コア第二面　７ａ・・第二コア溝
７ｂ・・第三凹部　７ｃ・・第四凹部　９・・ケーブル　３１・・第一壁部
３１Ａ・・第一合わせ面　３１Ｂ、３１Ｃ・・第一支持片　３１Ｄ・・第一接触面
３１ｂ、ｃ・・空間　３２・・第二壁部　３２Ａ・・第二合わせ面
３２Ｂ、３２Ｃ・・第二支持片　３２Ｄ・・第二接触面　３２ｂ、ｃ・・空間
３３・・第一底壁部　３３Ａ・・第一押さえ片　３４・・第一ケーブル保持部
３４Ａ・・第一保持部第一腕部　３４Ｂ・・第一保持部第二腕部
３５・・第二ケーブル保持部　３５Ａ・・第二保持部第一腕部
３５Ｂ・・第二保持部第二腕部　３６Ａ、Ｂ・・第一コア保持部材
３７Ａ、Ｂ・・第一コア保持部材　３９Ａ・・第一掛止片部　３９ａ・・第一掛止貫通孔
３９Ｂ・・第二掛止片部　３９ｂ・・第二掛止貫通孔　４１・・第三壁部
４１Ａ・・第三合わせ面　４１Ｂ、４１Ｃ・・第三支持片　４１Ｄ・・第三接触面
４１ｂ、ｃ・・空間　４２・・第四壁部　４２Ａ・・第四合わせ面
４２Ｂ・・第四支持片　４２Ｄ・・第四接触面　４３・・第二底壁部
４３Ａ・・第二押さえ片　４４・・第三ケーブル保持部　４５・・第四ケーブル保持部
４６Ａ、Ｂ・・第二コア保持部材　４７Ａ、Ｂ・・第二コア保持部材
４９Ａ・・第一掛止爪部　４９Ｂ・・第二掛止爪部

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】 【図８】

【図９】
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              特開平１０－３２２０７９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－３３５１４７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０９－０２２８２１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０３－２６８３９７（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開平０２－１１０３９８（ＪＰ，Ｕ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０５Ｋ　　　９／００　　　　
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