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バスタレイド®

ノイズ抑制テープ

テープタイプ

概　要
トーキンのノイズ抑制テープ「バスタレイド ®」は、ケーブル
の EMI 対策に最適化されており、ケーブル表面の伝導ノイズを
減衰させ、放射を効果的に低減できる、柔軟なノイズ対策ソ
リューションです。
リール状のスマートなデザインにより、ケーブルジャケットの
内側・外面を巻き付けることにより簡単に適用できます。

このノイズ抑制テープは、ミクロンオーダーの金属磁性体粉末
を樹脂中に分散・混合し、テープ化した複合磁性体です。

用　途
・充電ケーブル
・電源ケーブル
・インタフェースケーブル（HDMI、USB など）

特　長
・電磁波抑制－内部の磁性構造により、入射した電磁波を効

果的に喪失させノイズを抑制
・共振抑制－インピーダンスを負荷させて、ケーブル上の高

周波電流を抑制し、不要な電磁共振を抑制
・幅広い周波数帯域にて放射ノイズを効果的に抑制可能
・フェライトコアの代用として、スマートなケーブルデザイ

ンが可能
・テープ幅を 5mm または 10mm から選択でき、幅広いケー

ブル直径に適用可能
・柔軟性のあるケーブルを確保
・ジャケットの内側または外側に巻き付けるだけで簡易的に

適用可能

・スペースの制約なし
・ケーブルの見た目に影響なし
・ケーブルシース工程に対応可能
・ご要望に応じて、シールド層付のカスタム対応も可能
・RoHS 指令適合およびハロゲンフリー
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品名呼称
FX5 (50)- 5X10M T2900

タイプ 厚さ 標準寸法 両面テープ厚さ

FX5 (50) = 0.05 mm
5X50M = Reel 5 mm x 50 m 
10X50M = Reel 10 mm x 50 m

T0055 = 0.012mm 支持PETテープ付
T2900 = 0.01mm 両面テープ付

特長 テープタイプ
タイプ FX5

ノイズ抑制有効周波数 1 MHz to 3 GHz

使用温度範囲（℃） －40 to +105

透磁率(μ) 150 typical, at 3 MHz

比　重 3.3 typical

表面抵抗率（Ω/sq.） 1.0 X 106 typical

難燃グレード
UL94 HB

UL File No. E176124

環境対応

RoHS 適合
ハロゲン フリー

PVC フリー
Lead フリー
赤燐 フリー

仕様
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表1　製品一覧
品名 タイプ 厚さ テープ厚さ 透磁率 比重 表面抵抗率 重さ

mm mm µ Typical Ω/sq. Typical g

FX5(50)-5X50MT0055 FX5 0.05 0.0121 150 3.3 1.0 X 106 60.00

FX5(50)-10X50MT0055 FX5 0.05 0.0121 150 3.3 1.0 X 106 120.00

FX5(50)-5X50MT2900 FX5 0.05 0.01 150 3.3 1.0 X 106 85.00

FX5(50)-10X50MT2900 FX5 0.05 0.01 150 3.3 1.0 X 106 170.00
1 PET 支持テープ

透磁率特性
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層構造

バスタレイド

粘着テープなし 粘着テープあり

支持PET

0.05 mm typical

0.05 mm typical

0.01 mm typical

0.012 mm typical セパレータ
両面テープ

バスタレイド

フェライトコア
代替

導電箔

編組線
ジャケット

編組線ジャケット バスタレイドⓇ

バスタレイド

粘着テープなし 粘着テープあり

支持PET

0.05 mm typical

0.05 mm typical

0.01 mm typical

0.012 mm typical セパレータ
両面テープ

バスタレイド

フェライトコア
代替

導電箔

編組線
ジャケット

編組線ジャケット バスタレイドⓇ

フェライトコアの代替EMIソリューション
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放射抑制例

測定構成

Class B, 3m method
(Tabletop EUT layout)

ターンテーブル

ケーブル

ノイズ源
（パルス発生器）
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ケーブル単体

使用上の注意
●取り扱い上の注意
・高温多湿を避け、直射日光の当たらないところで保管してください。
　温度 40℃、湿度 70%RH 以下の環境下で保管ください。
・ 本カタログに記戟の表面抵抗値は、回路パラメータの指標として記載しており、製品の絶縁性能を示す値では有りません。

また、極端な外的圧力（押しつけ等）により抵抗値が小さくなる場合があります。
・ 本製品は、絶縁体では有りません。非絶縁物（＝導体）としてお取り扱い頂き、ご使用の際は、シート表面および端面に

は直接導体部を接触させないようご注意ください。
　導体部に接触の可能性がある箇所へご検討の際は、必ず絶縁処理を施してからご利用ください。
・ お客様で製品加工（形状加工）を行う場合の注意事項としまして本製品の形状加工を抜き型およびカッティングマシン等

を用いて行う際は、加工方法によっては、シートの端面および表面からバリやこすれ等により粉粒がこぼれ落ちる場合が
あります。実装する場所によっては装置性能に悪影響を及ぼす可能性がありますのでご注意ください。

・粘着テープによる取り付けの際は、必ず装着面のゴミ、ホコリ、油分、水分等を取り省いてください。
●製品の取り扱いについて
・ 本カタログに記載されている特性、定格、使用範囲を逸脱して使用された結果発生した不具合につきましては、保証致し

かねますのでご了承ください。
・ 本カタログの製品は、一般的な電子機器への使用を意図しています。きわめて高度な信頼性が要求され、製品の不具合に

より直接人命に係わるような機器、装置への使用を検討される場合は、事前に弊社販売窓口までご相談下さい。
・ 製品の品質・信頼性の向上には万全を期しておりますが、誤った使用方法により人身事故、火災事故、社会的損失を生じ

る恐れがあります。使用方法についてご不明な点がありましたら、弊社営業窓口までご相談ください。
・ 本製品を使用したことにより、第三者の工業所有権に関わる問題が発生した場合、弊社製品の構造、製法に関わるもの以

外につきましては、弊社はその責を負いませんのでご了承ください。
・ 本製品が外国為替および外国貿易管理法の規定により、規制貨物等（または役務）に該当する場合には日本国外に輸出す

る際に、同法に基づき日本国政府の輸出許可が必要です。
・ 本製品は輸出令別表第１の 16 項の対象貨物です ｡ 従い当該貨物を輸出令別表第３に掲げる国以外へ輸出する場合には ､

客観条件における最終需要者の用途 ､ 取引の態様 ､ 条件等からみて、大量破壊兵器等への開発などに用いられないことが
明らかな場合を除き ､ 経済産業大臣の輸出許可が必要です ｡

・ 本カタログに記載されている技術的な情報の誤った理解、または不適切な判断等で生じた損害につきましては責任を負い
かねますのでご了承ください。また、本内容は今後、予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については
弊社営業窓口までお問い合わせください。なお、本カタログに記載された内容の無断転載や複製はご遠慮願います。

●特性値の保証について
・ 本カタログ上の値は、製品単体での特性・品質を保証するものです。ご使用に際しては使用する製品に実装された状態で

事前に必ず評価・確認を行ってください。
・ カタログに記載されている品名、仕様は、改良のため予期無く変更あるいは製造を中止することがあります。ご使用に際

しては必ず納入仕様書をご請求の上内容を確認ください。
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環境影響物質情報
バスタレイド ® には下記の物質は使用しておりません。

（１）オゾン層破壊物質
・CFC（クロロフルオロカーボン）
・ハロン
・四塩化炭素
・１，１，１ートリクロロエタン
・HCFC（ハイドロクロロフルオロカーボン）
・HBFC（ハイドロブロモフルオロカーボン）
・臭化メチル

（２）EU RoHS 指令 [2011/65/EU 及び (EU)2015/863] で規定されている物質
・鉛とその化合物
・水銀とその化合物
・カドミウムとその化合物（プラスチック等の含有率は、5ppm 未満）
・６価クロム化合物
・PBB（ポリブロモビフェニール）類
・PBDE（ポリフロモジフェニルエーテル）類
・DEHP（フタル酸ジ -2- エチルヘキシル）
・BBP（フタル酸ブチルベンジル）
・DBP（フタル酸ジ -n- ブチル）
・DIBP（フタル酸ジイソブチル）

（３）その他の環境影響物質（例）
・PCB（ポリ塩化ビフェニル）類
・ポリ塩化ナフタレン類
・ヘキサクロロベンゼン
・有機すず化合物（トリブチルすず類／トリフェニルすず類）
・石綿（アスベスト）
・アゾ化合物
・塩素化パラフィン類（塩化パラフィン、塩素化パラフィン、クロロパラフィン）
・放射性物質
・PVC（ポリ塩化ビニル）

* 詳細はお問い合わせ下さい。
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KEMET エレクトロニクス株式会社営業拠点
グローバルな営業拠点の全リストについては、www.kemet.com/sales をご覧ください。

免責事項
このデータシートに記載している、全製品の仕様、説明、情報、およびデータ（これらを「情報」と概括する）は、変更す
る場合があります。指示が発せられた際、お客様は、本刊行物に記載されている情報がどの程度まで当該指示に該当するのか、
確認および検証する責任があります。

ここに記載するすべての情報については、その正確性および信頼性に万全を期しておりますが、これらの情報は、明示また
は黙示された、いかなる種類の保証または責任も伴わずに提示されたものとします。

特定の用途に対する適合性の説明は、株式会社トーキン（「トーキン」）が有する、当該用途における一般的な使用状況につ
いての知見に基づいています。しかし、お客様の特定の使用等に対する適合性に関しては、いかなる保証もするものではなく、
トーキンとしても保証いたしかねます。

本情報は、ご自身の用途に適う適切な製品を選択するために必要な経験、および能力をお持ちのお客様の利用を念頭に構成
されています。トーキン製品の使用に関する技術的な助言について、本情報に記載されるもの、またはトーキンが提供する
ものについては無料とさせていただきますが、トーキンは、当該助言もしくはそれに伴う結果について、いかなる義務また
は債務も負いません。

トーキンでは、非常に厳格な品質・安全基準に基づいて製品の設計および製造を行っていますが、最先端技術が使用されて
いる場合、構成部品の中にはいまだに不具合が生じる可能性があるものもございます。したがって、高度の信頼性または安
全性を要求される用途をお客様がご所望される場合、電気部品の不具合によるケガの危険または財産の損失を確実に防止す
るため、適切な設計もしくはその他の予防措置（保護回路または冗長性の配備など）を採用する必要があります。

製品に関連するすべての警告、注意書き、および留意事項を遵守していただく必要がありますが、安全対策全般について軽
視されたり、または他の対策が不必要であると考えたりするべきではありません。

株式会社トーキン営業拠点
営業拠点の全リストについては、www.tokin.com/info/network をご覧ください。


