
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 シェルフに収容されるプリント基板と、
　前記プリント基板と隣り合う位置に配置され、

前記シェルフに引出し可能に収容される可動基板と、
　前記可動基板の引出し方向に対し垂直方向に並ぶように前記可動基板の側面から立ち上
がる壁部に取付けられた複数の光コネクタと、
　前記可動基板から側方に立ち上がり前記光コネクタと対向するように設けられ、前記光
コネクタからの光がシェルフから外へ放出されるのを遮る遮蔽部と、
　を備えた光通信用パッケージ。
【請求項２】
　前記可動基板は、前記プリント基板に沿って移動可能に前記シェルフに収容される、請
求項１記載の光通信用パッケージ。
【請求項３】
　 シェルフに収容されるプリント基板と、
　前記プリント基板と隣り合う位置に配置され、前記プリント基板に対し回転可能に設置
され 回転可動基板と、
　前記回転可動基板の側面から立ち上がる壁部に取付けられた複数の光コネクタと、
　前記回転可動基板から側方に立ち上がるように設けられ、前記光コネクタからの光がシ
ェルフから外へ放出されるのを遮る遮蔽部とを備え、
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　前記光コネクタは、前記遮蔽部に対して斜め方向に並ぶように配列される、光通信用パ
ッケージ。
【請求項４】
　前記回転可動基板を複数設けた、請求項３記載の光通信用パッケージ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は光ファイバ等を使用して通信を行う装置に係わり、多数の光通信ケーブルを通信
パッケージに設置した装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
図７は例えば特開平８－２０４３５８に示された従来の光通信用パッケージの一例を示し
たものである。図において複数のプリント基板２２が光通信装置２１内に配置される。各
プリント基板２２に対応させて光通信用の光入出力ケーブル２３が引き出されている。プ
リント基板２２はその手前の端部から同一距離だけ離れた上下２か所の基板面に支持具３
１，３２を設けている。
【０００３】
それぞれの基板には光コネクタ移動板３３が引き出し自在に配置されている。光コネクタ
移動板３３の上部および下部には、水平方向に長穴３４，３５が開けられている。支持具
３１，３２がこれらの長穴３４，３５に摺接することで光コネクタ移動板３３は矢印３６
で示す水平方向に移動可能となる。
【０００４】
それぞれの光コネクタ移動板３３には、光コネクタ２６を挿抜する光コネクタ接続部２４
が光コネクタ保持板２５によって固定されている。光コネクタ保持板２５には摘まみネジ
３８を取り付けた基板固定板３７が固定されており、対応するプリント基板２２の対向す
る位置にはネジ穴４１が刻まれた固定具３９が取り付けられている。
【０００５】
操作者は光コネクタ２６の挿抜を行うプリント基板２２の摘まみネジ３８を緩め、光コネ
クタ移動板３３を手前に引き出して光コネクタ２６の挿抜作業を実行することができる。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
このような従来の光通信装置では、光コネクタ２６を増やそうとした場合、光コネクタ移
動板３３の引き出し量が長くなり、装置全体が大きくなる。また、光コネクタ２６を増や
すことも困難であった。
【０００７】
さらに、光コネクタ２６を取り外したとき基板からの光が直接目などに入る可能性があり
、光コネクタ接続部２４に光コネクタ２６を取り外したときに光が出てこないような特別
な装置が必要であった。
【０００８】
その結果、上記のような従来の光通信装置では多くの光コネクタ２６を活線状態で挿抜す
るのは困難であり、また、光コネクタ２６抜去時に光が出てくるためレーザ光等の場合目
などに入る可能性があるため安全上の問題があり、この安全対策を行うには光コネクタ２
６に特別な装置が必要であった。
【０００９】
この発明は上記のような問題を解決するためになされたもので、活線状態で多くの光コネ
クタを挿抜でき、かつ、光コネクタ抜去時に光通信用パッケージより光が出るのを抑制可
能な光通信用パッケージを得るものである。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　本発明に係る光通信用パッケージは シェルフに収容され
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るプリント基板（メイン基板）と、プリント基板と隣り合う位置に配置され、
シェルフに引出し可能に収容される可動基板と、可動基板の

引出し方向に対し垂直方向に並ぶように可動基板の側面から立ち上がる壁部に取付けられ
た複数の光コネクタと、可動基板から側方に立ち上がり光コネクタと対向するように設け
られ、光コネクタからの光がシェルフから外へ放出されるのを遮る遮蔽部とを備える。な
お、上記「シェルフ」は、１つまたは複数のプリント基板で構成された光通信装置のこと
である。
【００１１】
　このように可動 の 方向に対し垂直方向に並ぶように複数の光コネクタを設置
することにより、多数の光コネクタを設置した場合でも可動 の可動距離を短くするこ
とができ、装置を大きくすることなく多数の光コネクタを設置することができる。また、
可動 に遮蔽部を設けることにより、光コネクタからの光がシェルフから外へ放出され
るのを抑制することができる。
【００１２】
　 動基板はプリント基板に沿って移動可能にシェルフに収容される ここで、「対向す
る」には、本願明細書では、正面同士が向き合うように相対する場合のみならず、たとえ
ば本願の図３における前面パネル４と光コネクタ５のように一方に対し他方が斜め向きと
なるように配置された場合も含まれる。
【００１３】
上記のように光コネクタを可動基板の側面に配列することにより、多数の光コネクタを設
置することができる。特に、可動基板をプリント基板（メイン基板）と同等の大きさとし
た場合には、より多くの光コネクタを設置することができる。また、可動基板に光コネク
タと対向するように立ち上がる壁部を設けることにより、光コネクタからの光を該壁部で
遮ることができ、かかる光がシェルフから外部へ放出されるのを抑制することができる。
【００１４】
　本発明に係る光通信用パッケージは、他の局面では、プリント基板と隣り合う位置に配
置されプリント基板に対し回転可能に設置され
た回転可動基板を含み、遮蔽部は回転可動基板から立ち上がるように設けられ光コネクタ
からの光がシェルフから外へ放出されるのを遮る。光コネクタは遮蔽部に対して斜め方向
に並ぶように配列される。
【００１５】
上記のように可動部として回転可動基板を設けてもよい。このとき、光コネクタを遮蔽部
に対して斜め方向に並ぶように配列することにより、さらに多くの光コネクタを設置する
ことができる。また、光コネクタの設置位置を適切に調節することにより、回転可動基板
を回転させて本体から引き出した際に、光コネクタがパッケージ前面に並ぶようにするこ
とができる。それにより、光ファイバの接続を容易に行える。
【００１６】
上記回転可動基板を複数設けてもよい。それにより、さらに多くの光コネクタを設置する
ことができる。また、たとえば光コネクタ挿抜時には一つの回転可動基板のみを回動して
光コネクタを挿抜可能となり、一つを収納後に別の回転可動基板を動かして光コネクタ挿
抜が可能となる。
【００１７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について図１～図６を用いて説明する。
（実施の形態１）
図１はこの発明の実施の形態１における光通信用パッケージの内部構造を示す斜視図であ
り、図２は図１に示す可動基板２をシェルフから引き出した状態を示す斜視図である。
【００１８】
図１および図２に示すように、光通信用パッケージは、シェルフ（図示せず）と、メイン
基板（プリント基板）１と、可動基板（可動部）２と、光コネクタ５とを備える。
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【００１９】
メイン基板１は、シェルフに収容され、コネクタ９で装置（シェルフ）と接続される。ま
た、メイン基板１は、前方に前面パネル３を有する。
【００２０】
可動基板２は、メイン基板１と隣り合う位置に設置され、図１に示す例ではメイン基板１
と同等の大きさを有する。この可動基板２は、レール８を介してメイン基板１と接続され
、メイン基板１に対してスライド可動にシェルフに収容される。
【００２１】
上記可動基板２も、前面パネル４を有する。前面パネル４は、図１に示す例では、メイン
基板１と可動基板２とをともにシェルフに収納した状態においてメイン基板１の前面パネ
ル３と並んだ位置にあり、可動基板２から側方に立ち上がる壁部で構成され、光ファイバ
７を導出するための開口を有する。
【００２２】
上記の前面パネル４は、光コネクタ５と対向するように設けられ、光コネクタ５からの光
がシェルフから外部へ放出されるのを遮る遮蔽部として機能する。したがって、前面パネ
ル４の側方への突出高さは、図１に示す例では左右方向における光コネクタ５の積層高さ
以上であることが好ましい。
【００２３】
なお、光コネクタ５からの光がシェルフから外部へ放出されるのを抑制することができる
ものであれば、前面パネル４をはじめとする遮蔽部の形状や高さや数は任意に設定可能で
ある。
【００２４】
光コネクタ５は、可動基板２に複数取付けられ、この光コネクタ５に外部からの光コネク
タ６が接続される。図１に示す例では、光コネクタ５は、可動基板２の側面から立ち上が
る壁部に２列に取り付けられ、上下方向に多数配列されている。
【００２５】
可動基板２は図２に示すように前後方向に摺動可能であるので、光コネクタ５は、可動基
板２の可動方向に対し垂直方向に並ぶように配列されることとなる。それにより、多くの
光コネクタ５を可動基板２に設置することができる。
【００２６】
上記の構造を有する光通信用パッケージにおいて光コネクタ６を光コネクタ５に対し挿抜
する際には、まず図２に示すように可動基板２を前方に引き出す。そしてこの状態で、光
ファイバ７と接続される光コネクタ６を光コネクタ５に対し挿抜する。このとき、光コネ
クタ５から放出される光は前面パネル４で遮蔽され、この光は前面パネル４より外に出て
くることはない。
【００２７】
また、可動基板２のスライド方向と異なる直角方向（たとえば図１の上下方向や左右方向
）に光コネクタ５を並べることにより、少ないスライド量でも多くの光コネクタ６を挿抜
することができる。したがって、活線状態で多くの光コネクタ６を挿抜することが可能と
なる。
（実施の形態２）
次に、図３と図４を用いて、本発明の実施の形態２について説明する。図３はこの発明の
実施の形態２における光通信用パッケージの内部構造を示す斜視図であり、図４は図３に
示す回転可動基板１０をシェルフから引き出した状態を示す斜視図である。
【００２８】
図３に示すように、本実施の形態２では、可動部を回転可動基板１０で構成している。回
転可動基板１０は、メイン基板１と隣り合う位置に設置され、上端部に設けた回転軸を介
してメイン基板１と接続され、この回転軸を中心として図４に示すようにメイン基板１に
対し回動される。
【００２９】
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光コネクタ５は、図３および図４に示すように、回転可動基板１０の側面に前面パネル４
に対して斜め方向に並ぶように配列される。図３および図４に示す例では、光コネクタ５
を保持する壁部の下端に向かうにつれて前面パネル４から離れるように壁部が前面パネル
４に対して斜め方向に設けられている。そのため、実施の形態１よりも壁部の長さを長く
することができ、より多くの光コネクタ５を可動部に設置することができる。
【００３０】
また、回転可動基板１０の前面パネル４に、遮蔽板１１を設けている。この遮蔽板１１は
前面パネル４と所定角度をなすように延在しており、光コネクタ５の一部と対向するよう
に設けられる。
【００３１】
本実施の形態では、該遮蔽板１１と前面パネル４とが遮蔽部として機能し、これらにより
光コネクタ５から放出される光が遮られ、シェルフより外に光が出てくることを阻止でき
る。
【００３２】
上記以外の構成については、基本的に実施の形態１と同様であるので、重複説明は省略す
る。
【００３３】
本実施の形態の光通信用パッケージにおいて光コネクタ６を光コネクタ５に対し挿抜する
際には、まず図４に示すように回転可動基板１０を回転させて前方に引き出し、この状態
で光コネクタ６を光コネクタ５に対し挿抜する。
【００３４】
このとき、上記のように回転可動基板１０と前面パネル４とで光コネクタ５から放出され
る光がシェルフより外に出てくることを阻止でき、また光コネクタ５を保持する壁部と前
面パネル４とのなす角度を適切に調節することで、図４に示すように回転可動基板１０を
回転させて本体から引き出した際に、光コネクタ５がパッケージ前面に並ぶようにするこ
とができる。それにより、光ファイバ７の脱着を容易に行える。
（実施の形態３）
次に、図５と図６を用いて、本発明の実施の形態３について説明する。図５はこの発明の
実施の形態３における光通信用パッケージの内部構造を示す斜視図であり、図６は図５に
示す回転可動基板１２をシェルフから引き出した状態を示す斜視図である。
【００３５】
図５と図６に示すように、本実施の形態では２つの回転可動基板１２，１３を設けている
。このように複数の回転可動基板１２，１３を設けることにより、実施の形態２よりもさ
らに多くの光コネクタ５を設置することができる。各回転可動基板１２，１３は、実施の
形態２の場合と同様に回転軸を介してメイン基板１と接続され、この回転軸を中心として
図６に示すようにメイン基板１に対しそれぞれ回動される。
【００３６】
各回転可動基板１２，１３に設置される光コネクタ５は、実施の形態２の場合と同様に、
前面パネル４に対しそれぞれ斜め方向に並ぶように配列される。
【００３７】
本実施の形態の光通信用パッケージにおいて光コネクタ６を光コネクタ５に対し挿抜する
際には、まず図６に示すように一方の回転可動基板１２を回転させて前方に引き出し、こ
の状態で光コネクタ６を光コネクタ５に対し挿抜する。このとき光コネクタ５はパッケー
ジ前面に整列している。光コネクタ６の挿抜が完了して一方の回転可動基板１２をシェル
フに収納した後、別の回転可動基板１３を動かして同様に光コネクタ６の挿抜を行う。
【００３８】
なお、本実施の形態３では、２つの回転可動基板１２，１３を設ける場合について説明し
たが、回転可動基板１２，１３の数は複数であれば任意に設定可能である。
【００３９】
また、複数の回転可動基板１２，１３を回動操作して引き出す時に、基板同士あるいは基
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板と光コネクタとが接触しないように回転可動基板１２，１３に接触回避用の切欠を設け
たり、光コネクタの設置位置をずらせる等の工夫を施すことが好ましい。さらに、図５，
６では示していないが、前面パネル４に実施の形態２と同様の遮蔽板１１を設けてもよい
。
【００４０】
以上のように本発明の実施の形態について説明を行なったが、各実施の形態の特徴的構成
を適宜組み合わせてもよい。また、今回開示した実施の形態はすべての点で例示であって
制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は特許請求の範囲によって
示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれる。
【００４１】
【発明の効果】
　この発明に係る光通信用パッケージによれば、可動 の 方向と垂直方向に光コ
ネクタを複数装備することにより、より多くの光コネクタを装備することができ、なおか
つ光コネクタの挿抜時に可動部の移動距離を少なくすることができるので活線状態におい
て光コネクタの挿抜を行うことができる。また、遮蔽部により、光コネクタ抜去時に放出
される光をシェルフより外に出ないようにすることができ、該抜去時に光が目などに入る
のを阻止することができる。
【００４２】
　可動 を回転可動とした場合には、より多くの光コネクタを装備することができ、該
回転可動 を複数設けることにより、さらに多くの光コネクタを装備することができる
。
【図面の簡単な説明】
【図１】　この発明の実施の形態１を示す構成図である。
【図２】　この発明の実施の形態１の光コネクタ挿抜時の図である。
【図３】　この発明の実施の形態２を示す構成図である。
【図４】　この発明の実施の形態２の光コネクタ挿抜時の図である。
【図５】　この発明の実施の形態３を示す構成図である。
【図６】　この発明の実施の形態３の光コネクタ挿抜時の図である。
【図７】　従来の光通信用パッケージを示す構成図である。
【符号の説明】
１　メイン基板（プリント基板）、２　可動基板、３，４　前面パネル、５，６　光コネ
クタ、７　光ファイバ、８　レール、９　コネクタ、１０，１２，１３　回転可動基板、
１１　遮蔽板、２１　光通信装置、２２　プリント基板、２３　光入出力ケーブル、２４
　光コネクタ接続部、２５　光コネクタ保持板、２６　光コネクタ、３１，３２　支持具
、３３　光コネクタ移動板、３４，３５　長穴、３７　基板固定板、３８　摘まみネジ、
３９　固定具、４１　ネジ穴。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

(8) JP 3964191 B2 2007.8.22



フロントページの続き

(72)発明者  藤井　秀憲
            東京都千代田区丸の内二丁目２番３号　三菱電機株式会社内

    審査官  前田　典之

(56)参考文献  特開平１１－０６４６４７（ＪＰ，Ａ）
              特開平０８－２０４３５８（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H04B10/00 - 10/28
              H04J14/00 - 14/08

(9) JP 3964191 B2 2007.8.22


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

