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(57)【要約】
　光ファイバモジュールを支持する光ファイバ引出しが
開示される。引出しは、シャーシ回りに動くことができ
る。光ファイバ機器トレーが引出し回りに動くことがで
き、この光ファイバ機器トレーは、少なくとも１つの光
ファイバモジュールを受け入れるよう構成されている。
光ファイバモジュールは、光ファイバ機器トレー回りに
動くことができる。このように、光ファイバモジュール
及びこれらの光ファイバ接続部に対するアクセス性を向
上させることができる。光ファイバ機器トレー及び光フ
ァイバモジュールへのアクセスを可能にするよう引出し
をシャーシから出すことができる。光ファイバモジュー
ルを光ファイバ機器トレーから出すと、光ファイバモジ
ュールへのアクセス性を一段と向上させることができる
。引出しは又、シャーシ回りに傾斜可能であるのが良い
。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光ファイバ装置であって、
　シャーシ回りに動くことができる引出しと、
　前記引出し内に設けられ、前記引出し回りに動くことができる少なくとも１つの光ファ
イバ機器トレーを受け入れるよう構成された少なくとも１つのトレーガイドと、
　前記少なくとも１つの光ファイバ機器トレー内に設けられた少なくとも１つのモジュー
ルガイドとを有し、前記少なくとも１つのモジュールガイドは、前記少なくとも１つのモ
ジュールガイド回りに動くことができる少なくとも１つの光ファイバモジュールを受け入
れるよう構成されている、光ファイバ装置。
【請求項２】
　前記引出しは、前記シャーシ回りに傾斜するよう構成されている、請求項１記載の光フ
ァイバ装置。
【請求項３】
　前記引出し内に設けられ、前記シャーシ回りの前記引出しの前記傾斜を制限する少なく
とも１つの傾斜制限部材を更に有する、請求項２記載の光ファイバ装置。
【請求項４】
　前記少なくとも１つの傾斜制限部材に設けられ、前記シャーシ回りの前記引出しの最大
傾斜角度を制限するアングルを更に有する、請求項３記載の光ファイバ装置。
【請求項５】
　前記少なくとも１つの傾斜制限部材に設けられ、前記シャーシ回りの前記引出しの前記
傾斜を制限するためにピンを受け入れるよう構成されたスロットを更に有する、請求項２
記載の光ファイバ装置。
【請求項６】
　前記少なくとも１つの傾斜制限部材は、前記シャーシには取り付けられていない、請求
項３記載の光ファイバ装置。
【請求項７】
　前記少なくとも１つの傾斜制限部材は、少なくとも１枚の制御プレートと前記引出しと
の間に配置されている、請求項２記載の光ファイバ装置。
【請求項８】
　前記少なくとも１つの傾斜制限部材は、前記引出しの外広がりを制御するよう構成され
ている、請求項７記載の光ファイバ装置。
【請求項９】
　前記少なくとも１枚の制御プレートは、前記少なくとも１つの傾斜制限部材が前記少な
くとも１枚の制御プレートと前記引出しとの間で動いて下方に傾斜することができるよう
少なくとも１つのスタンドオフに取り付けられている、請求項７記載の光ファイバ装置。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つのトレーガイドは、前記シャーシ回りに傾斜するよう構成されてい
る、請求項１記載の光ファイバ装置。
【請求項１１】
　前記引出しは、後側パネルにヒンジ式に取り付けられた前側パネルで構成されている、
請求項１記載の光ファイバ装置。
【請求項１２】
　前記前側パネルは、前記後側パネル回りに傾斜するよう構成されている、請求項１１記
載の光ファイバ装置。
【請求項１３】
　前記引出しに設けられ、前記引出しを前記シャーシ内に解除可能に保持するよう構成さ
れた少なくとも１つの引出し保持部材を更に有する、請求項１記載の光ファイバ装置。
【請求項１４】
　前記少なくとも１つの引出し保持部材は、前記引出しに設けられると共に前記引出しを
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前記シャーシ内に保持するよう構成された少なくとも１つのエンボスで構成されている、
請求項１３記載の光ファイバ装置。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つのエンボスは、前記シャーシ内に設けられた少なくとも１つの突起
に当たり、前記少なくとも１つのエンボスが前記少なくとも１つの突起から妨害を受けな
いようになるまで前記引出しを前記シャーシ内に保持するよう構成されている、請求項１
４記載の光ファイバ装置。
【請求項１６】
　前記引出しに設けられ、前記シャーシからの前記引出しの引き抜き距離を制限する少な
くとも１つの引出し引き抜き制限部材を更に有する、請求項１記載の光ファイバ装置。
【請求項１７】
　前記少なくとも１つの引出し引き抜き制限部材は、前記引出しの後側パネルに設けられ
ている、請求項１６記載の光ファイバ装置。
【請求項１８】
　前記少なくとも１つの引出し引き抜き制限部材は、前記シャーシに設けられた少なくと
も１つのランスに係合するよう構成された少なくとも１つのタブで構成されている、請求
項１６記載の光ファイバ装置。
【請求項１９】
　前記引出しの底側部に設けられ、前記引出しを前記シャーシ回りに並進させるよう前記
シャーシに設けられている少なくとも１つの引出しガイドに係合するよう構成されている
少なくとも１つの引出しレールを更に有する、請求項１記載の光ファイバ装置。
【請求項２０】
　前記引出しの前側端部に取り付けられた引出しドアを更に有する、請求項１記載の光フ
ァイバ装置。
【請求項２１】
　前記引出しドアを前記引出しに解除可能に保持するよう構成された少なくとも１つの引
出しドアロック機構体を更に有する、請求項２０記載の光ファイバ装置。
【請求項２２】
　前記少なくとも１つのトレーガイドは、トレーレールガイドで構成されている、請求項
１記載の光ファイバ装置。
【請求項２３】
　前記引出しの前側端部に隣接して設けられ、少なくとも１つの光ファイバ機器トレーを
前記引出し内に解除可能に保持するよう構成された少なくとも１つのトレーロック部材を
更に有する、請求項１記載の光ファイバ装置。
【請求項２４】
　前記少なくとも１つの光ファイバ機器トレーの前側端部に設けられた少なくとも１つの
引き回しガイドを更に有する、請求項１記載の光ファイバ装置。
【請求項２５】
　前記少なくとも１つの光ファイバ機器トレーの前側端部に設けられた少なくとも１つの
引きタブを更に有する、請求項１記載の光ファイバ装置。
【請求項２６】
　前記少なくとも１つのモジュールガイドは、前記少なくとも１つの光ファイバモジュー
ルに設けられた少なくとも１つのモジュールレールを受け入れるよう構成された少なくと
も１つのモジュールレールガイドで構成されている、請求項１記載の光ファイバ装置。
【請求項２７】
　前記少なくとも１つのモジュールガイドは、
　前記少なくとも１つの光ファイバ機器トレーの第１の端部に設けられた少なくとも１つ
の第１のモジュールガイドと、
　前記少なくとも１つの光ファイバ機器トレーの第２の端部に設けられた少なくとも１つ
の第２のモジュールガイドと、
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　前記少なくとも１つの第１のモジュールガイドと前記少なくとも１つの第２のモジュー
ルガイドとの間で前記光ファイバ機器トレーに設けられた少なくとも１つの中間モジュー
ルガイドとを有する、請求項１記載の光ファイバ装置。
【請求項２８】
　前記少なくとも１つのモジュールガイドは、前記引出しの後側区分から前記少なくとも
１つの光ファイバモジュールを受け取るよう構成されている、請求項１記載の光ファイバ
装置。
【請求項２９】
　前記少なくとも１つの光ファイバモジュールを前記少なくとも１つの光ファイバ機器ト
レー内に解除可能に保持するよう構成された少なくとも１つのモジュールロック部材を更
に有する、請求項１記載の光ファイバ装置。
【請求項３０】
　前記少なくとも１つのトレーガイドは、複数個のトレーガイドで構成され、
　前記少なくとも１つの光ファイバ機器は、各々が前記複数個のトレーガイドの中の各ト
レーガイドにそれぞれ設けられた複数個の光ファイバ機器トレーで構成され、
　前記少なくとも１つのモジュールガイドは、複数個のモジュールガイドで構成され、
　前記少なくとも１つの光ファイバモジュールは、各々が前記複数個のモジュールガイド
の中の各モジュールガイドにそれぞれ設けられた複数個の光ファイバモジュールで構成さ
れ、
　前記複数個の光ファイバ機器トレーの各々は、前記引出し回りに別個独立に並進可能で
あり、
　前記複数個の光ファイバモジュールの各々は、光ファイバ機器トレー回りに別個独立に
並進可能である、請求項１記載の光ファイバ装置。
【請求項３１】
　光ファイバ機器引出しであって、
　シャーシに取り付けられるよう構成された後側パネルを有し、
　光ファイバ機器を受け入れるよう構成された前側パネルを有し、前記前側パネルは、前
記後側パネルにヒンジ式に取り付けられると共に前記後側パネル回りに傾斜するよう構成
されており、
　前記前側パネルに設けられ、前記後側パネル回りの前記前側パネルの傾斜を制限するよ
う構成された少なくとも１つの傾斜制限部材を有し、前記少なくとも１つの傾斜制限部材
は、前記シャーシには取り付けられておらず、
　前記少なくとも１つの傾斜制限部材には、前記後側パネル回りの前記前側パネルの最大
傾斜角度を制限するアングルが設けられている、光ファイバ機器引出し。
【請求項３２】
　前記少なくとも１つの傾斜制限部材は、前記後側パネル回りの前記前側パネルの傾斜を
制限するために前記後側パネルに設けられた少なくとも１つの切欠きに係合するよう構成
された少なくとも１つのフラグを有する、請求項３１記載の光ファイバ機器引出し。
【請求項３３】
　前記少なくとも１つの切欠きは、前記後側パネルに設けられた少なくとも１つのフラン
ジに設けられている、請求項３２記載の光ファイバ機器引出し。
【請求項３４】
　前記少なくとも１つの傾斜制限部材は、前記光ファイバ機器引出しと前記シャーシとの
接触を最小限に抑えるよう前記後側パネルから外方に付勢された少なくとも１つのフラン
ジに設けられている、請求項３１記載の光ファイバ機器引出し。
【請求項３５】
　前記前側パネル及び前記後側パネルに設けられ、前記前側パネルを前記後側パネルにヒ
ンジ式に取り付けるよう互いに係合する巻き部分内に受け入れられたロッドを更に有する
、請求項３１記載の光ファイバ機器引出し。
【請求項３６】
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　前記前側パネルに設けられ、前記光ファイバ機器引出しを前記シャーシから解除可能に
保持するよう構成された少なくとも１つの引出し保持部材を更に有する、請求項３１記載
の光ファイバ機器引出し。
【請求項３７】
　前記少なくとも１つの引出し保持部材は、前記光ファイバ機器引出しを前記シャーシ内
に保持するよう前記シャーシに設けられている少なくとも１つの突起に係合するよう構成
された少なくとも１つのエンボスで構成されている、請求項３６記載の光ファイバ機器引
出し。
【請求項３８】
　前記後側パネルに設けられ、前記シャーシからの前記光ファイバ機器引出しの引き抜き
距離を制限する少なくとも１つの引出し引き抜き制限部材を更に有する、請求項３１記載
の光ファイバ機器引出し。
【請求項３９】
　前記前側パネルの第１の側部に設けられた第１のトレーガイド及び全体として前記第１
の側部とは反対側の前記前側パネルの第２の側部に設けられた第２のトレーガイドを更に
有し、前記第１のトレーガイド及び前記第２のトレーガイドは、１つ又は２つ以上の光フ
ァイバ機器トレーを受け入れるよう構成されている、請求項３１記載の光ファイバ機器引
出し。
【請求項４０】
　前記少なくとも１つの傾斜制限部材に設けられ、前記シャーシ回りの前記光ファイバ機
器引出しの前記傾斜を制限するためにピンを受け入れるよう構成されたスロットを更に有
する、請求項３１記載の光ファイバ機器引出し。
【請求項４１】
　前記少なくとも１つの傾斜制限部材は、少なくとも１枚の制御プレートと前記光ファイ
バ機器引出しとの間に配置されている、請求項３１記載の光ファイバ機器引出し。
【請求項４２】
　前記少なくとも１つの傾斜制限部材は、前記光ファイバ機器引出しの外広がりを制御す
るよう構成されている、請求項４１記載の光ファイバ機器引出し。
【請求項４３】
　前記少なくとも１枚の制御プレートは、前記少なくとも１つの傾斜制限部材が前記少な
くとも１枚の制御プレートと前記光ファイバ機器引出しとの間で動いて下方に傾斜するこ
とができるよう少なくとも１つのスタンドオフに取り付けられている、請求項４１記載の
光ファイバ機器引出し。
【請求項４４】
　光ファイバ機器引出しであって、
　シャーシに取り付けられるよう構成された後側パネルを有し、
　光ファイバ機器を受け入れるよう構成された前側パネルを有し、前記前側パネルは、前
記後側パネルにヒンジ式に取り付けられると共に前記後側パネル回りに傾斜するよう構成
されており、
　前記後側パネルに設けられ、前記シャーシに設けられた少なくとも１つの保持部材に係
合して前記シャーシからの前記前側パネルの引き抜き距離を制限するよう構成された少な
くとも１つの引き出し引き抜き制限部材を有し、
　前記前側パネルに設けられ、前記少なくとも１つの引出し引き抜き制限部材と整列した
少なくとも１つの隆起部分とを有し、前記少なくとも１つの隆起部分は、前記光ファイバ
機器引出しが前記シャーシから引き抜かれると、前記少なくとも１つの保持部材の上方を
通過するよう構成されている、光ファイバ機器引出し。
【請求項４５】
　前記少なくとも１つの引出し引き抜き制限部材は、少なくとも１つのランスで構成され
た少なくとも１つの保持部材に係合するようになった少なくとも１つのタブで構成されて
いる、請求項４４記載の光ファイバ機器引出し。
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【請求項４６】
　前記少なくとも１つの引出し引き抜き制限部材は、前記後側パネルの第１の側部に隣接
して設けられた第１の引出し引き抜き制限部材及び全体として前記第１の側部とは反対側
の前記後側パネルの第２の側部に隣接して設けられた第２の引出し引き抜き制限部材で構
成されている、請求項４４記載の光ファイバ機器引出し。
【請求項４７】
　前記少なくとも１つの引出し引き抜き制限部材は、前記前側パネルに向かって前方に付
勢されている、請求項４４記載の光ファイバ機器引出し。
【請求項４８】
　光ファイバコンポーネントにアクセスする方法であって、
　シャーシ内に設けられた引出しにアクセスするステップを有し、
　前記引出し内に設けられた少なくとも１つのトレーガイド周りに位置する少なくとも１
つの光ファイバ機器トレーにアクセスするステップを有し、前記少なくとも１つのトレー
ガイドは、前記少なくとも１つの光ファイバ機器トレーを受け入れるよう構成されており
、
　前記少なくとも１つの光ファイバ機器トレー内に設けられた少なくとも１つのモジュー
ルガイド内に設けられている少なくとも１つの光ファイバモジュールにアクセスするステ
ップを含む、方法。
【請求項４９】
　前記引出しにアクセスする前記ステップは、前記シャーシ内に設けられた前記引出しを
前記シャーシから出すステップを含む、請求項４８記載の方法。
【請求項５０】
　前記引出しにアクセスする前記ステップは、前記引出しを前記シャーシ回りに傾斜させ
るステップを更に含む、請求項４９記載の方法。
【請求項５１】
　前記引出しを前記シャーシ回りに傾斜させる前記ステップは、前記引出しの前側パネル
を前記シャーシ内に設けられた前記引出しの後側パネル回りに傾斜させるステップを含む
、請求項５０記載の方法。
【請求項５２】
　前記引出しを出す前記ステップは、前記引出しを前記シャーシから引き抜き、ついには
、前記引出しが前記引出しに設けられている少なくとも１つの引出し引き抜き制限部材に
係合するようにし、それにより前記シャーシからの前記引出しの引き抜き距離を制限する
ステップを含む、請求項４９記載の方法。
【請求項５３】
　前記引出しを出す前記ステップは、前記引出しの底側部に設けられ、前記シャーシに設
けられた少なくとも１つの引出しガイドに係合するよう構成されている少なくとも１つの
引出しレール回りに前記引出しを動かすステップを更に含む、請求項４９記載の方法。
【請求項５４】
　前記引出しにアクセスする前記ステップは、前記引出しに設けられ、前記引出しを前記
シャーシ内に解除可能に保持するよう構成された少なくとも１つの引出し保持部材を解除
するステップを含む、請求項４８記載の方法。
【請求項５５】
　前記引出しにアクセスする前記ステップは、前記引出しの前側端部に取り付けられた引
出しドアを開くステップを含む、請求項４８記載の方法。
【請求項５６】
　前記少なくとも１つの光ファイバ機器トレーにアクセスする前記ステップは、前記引出
し内に設けられている前記少なくとも１つの光ファイバ機器トレーを前記引出しから出す
ステップを含む、請求項４８記載の方法。
【請求項５７】
　前記少なくとも１つの光ファイバ機器トレーにアクセスする前記ステップは、前記引出
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しの前側端部に隣接して設けられ、前記少なくとも１つの光ファイバ機器トレーを前記引
出し内に解除可能に保持するよう構成された少なくとも１つのトレーロック部材をロック
解除するステップを含む、請求項４８記載の方法。
【請求項５８】
　前記少なくとも１つの光ファイバ機器トレーにアクセスする前記ステップは、前記少な
くとも１つの光ファイバ機器トレーの前側端部に設けられた少なくとも１つの引きタブを
引くステップを含む、請求項４８記載の方法。
【請求項５９】
　少なくとも１本の光ファイバ又は少なくとも１本の光ファイバケーブルを前記少なくと
も１つの光ファイバ機器トレーの前側端部に設けられた引き回しガイド中に引き回すステ
ップを更に有する、請求項４８記載の方法。
【請求項６０】
　前記少なくとも１つの光ファイバモジュールにアクセスする前記ステップは、前記少な
くとも１つの光ファイバモジュールを前記少なくとも１つの光ファイバ機器トレーから取
り出すステップを含む、請求項４８記載の方法。
【請求項６１】
　前記少なくとも１つの光ファイバモジュールにアクセスする前記ステップは、前記少な
くとも１つの光ファイバ機器トレー内に設けられ、前記少なくとも１つの光ファイバモジ
ュール内に設けられている少なくとも１つのモジュールレールを受け入れるよう構成され
た少なくとも１つのモジュールレールガイド回りに前記少なくとも１つの光ファイバモジ
ュールを動かすステップを含む、請求項４８記載の方法。
【請求項６２】
　前記少なくとも１つの光ファイバモジュールを前記引出しの後側区分から前記少なくと
も１つの光ファイバ機器トレー内に設置するステップを更に有する、請求項４８記載の方
法。
【請求項６３】
　光ファイバ機器引出しの傾斜を制限する方法であって、
　前記光ファイバ機器引出しをシャーシから引き抜くステップと、
　前記光ファイバ機器引出しを前記シャーシ回りに傾斜させるステップと、
　前記少なくとも１つの傾斜制限部材に設けられているアングルを前記シャーシに係合さ
せることにより前記シャーシに取り付けられている前記光ファイバ機器引出しの後側パネ
ル回りの前記光ファイバ機器引出しの前側パネルの傾斜角度を制限するステップとを有す
る、方法。
【請求項６４】
　前記傾斜角度を制限する前記ステップは、前記少なくとも１つの傾斜制限部材に設けら
れているフラグを前記後側パネルに設けられている少なくとも１つの切欠きに係合させる
ステップを含む、請求項６３記載の方法。
【請求項６５】
　前記前側パネルが前記光ファイバ機器引出しを前記シャーシから解除可能に保持するよ
う構成された少なくとも１つの引出し保持部材に係合することにより前記光ファイバ機器
引出しを前記シャーシ内に保持するステップを更に有する、請求項６３記載の方法。
【請求項６６】
　前記後側パネル回りの前記光ファイバ機器引出しの前記前側パネルの前記傾斜角度を制
限する前記ステップは、前記光ファイバ機器引出しに取り付けられたピンを前記少なくと
も１つの傾斜制限部材に設けられているスロット内に嵌め込むステップを更に含む、請求
項６３記載の方法。
【請求項６７】
　前記少なくとも１つの傾斜制限部材に隣接して設けられた少なくとも１枚の制御プレー
トにより前記少なくとも１つの傾斜制限部材の外広がりを制限するステップを更に有する
、請求項６３記載の方法。
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【請求項６８】
　前記光ファイバ機器引出しの引き抜き距離を制限する方法であって、光ファイバ機器引
出しをシャーシから引き抜くステップと、前記シャーシに設けられている少なくとも１つ
の保持部材を前記光ファイバ機器引出しの後側パネルに設けられている少なくとも１つの
引出し引き抜き制限部材に係合させて前記シャーシからの前記光ファイバ機器引出しの引
き抜き距離を制限するステップとを有し、
　前記光ファイバ機器引出しの前側パネルに設けられ、前記少なくとも１つの引出し引き
抜き制限部材と整列した少なくとも１つの隆起部分が、前記光ファイバ機器引出しが前記
シャーシから引き抜かれると、前記少なくとも１つの保持部材の上方を通過する、方法。
【請求項６９】
　前記少なくとも１つの保持部材を係合させる前記ステップは、前記後側パネルに設けら
れている少なくとも１つのタブを前記シャーシに設けられている少なくとも１つのランス
に係合させるステップを更に含む、請求項６８記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の技術分野は、光ファイバ接続部を支持するよう光ファイバ機器内に設けられた
光ファイバモジュールに関する。
【０００２】
〔関連出願の説明〕
　本願は、２００９年５月２１日に出願された同時係属中の米国特許仮出願第６１／１８
０，３３４号（発明の名称：Fiber Optic Equipment Supporting Moveable fiber Optic 
Equipment Tray(s) and Module(s), and Related Equipment）の優先権主張出願であり、
この米国特許仮出願を参照により引用し、その記載内容の全体を本明細書の一部とする。
【０００３】
　本願は又、２００９年６月２２日に出願された同時係属中の米国特許仮出願第６１／２
１９，２４１号（発明の名称：Fiber Optic Equipment Supporting Moveable Fiber Opti
c Equipment Tray(s) and Module(s),  and Related Equipment）に関し、この米国特許
仮出願を参照により引用し、その記載内容全体を本明細書の一部とする。
【０００４】
　本願は又、２００９年１０月９日に出願された同時係属中の米国特許仮出願第１２／５
７６，７６９号（発明の名称：Fiber Optic Equipment Supporting Moveable Fiber Opti
c Equipment Tray(s) and Module(s), and Related Equipment and Method）の優先権主
張出願であり、この米国特許仮出願を参照により引用し、その記載内容全体を本明細書の
一部とする。
【０００５】
　本願は、２００９年５月２１日に出願された同時係属中の米国特許仮出願第６１／１８
０，３３１号（発明の名称：Fiber Optic Equipment Guides and Rails Configured With
 Stopping Position(s), and Related Equipment）に関し、この米国特許仮出願を参照に
より引用し、その記載内容全体を本明細書の一部とする。
【０００６】
　本願は又、２００９年６月２２日に出願された同時係属中の米国特許仮出願第６１／２
１９，２３３号（発明の名称：Fiber Optic Equipment Guides and Rails Configured Wi
th Stopping Position(s), and Related Equipment）に関し、この米国特許仮出願を参照
により引用し、その記載内容全体を本明細書の一部とする。
【０００７】
　本願は、２００８年１１月２５日に出願された同時係属中の米国特許出願第１２／３２
３，４２３号（発明の名称：Rear-Installable Fiber Optic Modules and Equipment）に
関し、この米国特許出願を参照により引用し、その記載内容全体を本明細書の一部とする
。
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【０００８】
　本願は又、２００８年１１月２５日に出願された同時係属中の米国特許出願第１２／３
２３，４１５号（発明の名称：Independently Translatable Modules and Fiber Optic E
quipment Trays In Fiber Optic Equipment）に関し、この米国特許出願を参照により引
用し、その記載内容全体を本明細書の一部とする。
【０００９】
　本願は又、２００９年２月２７日に出願された同時係属中の米国特許出願第１２／３９
４，４８３号（発明の名称：Rear-Slidable Extension in a Fiber Optic Equipment Tra
y）に関し、この米国特許出願を参照により引用し、その記載内容全体を本明細書の一部
とする。
【背景技術】
【００１０】
　光ファイバの利点として極めて広い帯域幅及びノイズの低い動作が挙げられる。これら
利点に鑑みて、光ファイバは、種々の用途にますます多く用いられており、かかる用途と
しては、ブロードバンド音声、映像及びデータ伝送が挙げられる。光ファイバを採用した
光ファイバネットワークが開発されると共に音声、映像及びデータ送信を私設ネットワー
クと公衆ネットワークの両方により加入者に提供するよう用いられている。これら光ファ
イバネットワークは、或る１つの接続点から別の接続点までの「ライブファイバ（live f
iber）」を提供するよう光ファイバを互いに連係する分離接続点を有する場合が多い。こ
の点に関し、光ファイバ機器が相互接続を支援するようデータ配信センタ又は中央局に設
置されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　光ファイバ機器は、アプリケーションのニーズに基づいてカスタマイズされる。光ファ
イバ機器は、典型的には、スペースの使用を最適化するよう機器ラック内に設けられたハ
ウジング内に収納される。かかる光ファイバ機器の一例は、光ファイバモジュールである
。光ファイバモジュールは、ケーブル間光ファイバ接続を可能にすると共に光ファイバケ
ーブル接続の極性を管理するよう設計されている。光ファイバモジュールは、典型的には
、機器ラック又はキャビネット内に設けられているシャーシ又はハウジングに取り付けら
れる。技術者は、機器ラック内に設けられている光ファイバ機器への光ファイバ接続を行
なう。光ファイバ機器トレー内の光コンポーネントへのアクセス性を向上させると共に整
然とした引き回し及びジャンパ接続の組織化をもたらす要望が依然として存在する。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　詳細な説明に開示されている実施形態は、光ファイバ機器を支持する光ファイバ装置並
びに関連機器及び方法を含む。一実施形態では、光ファイバ装置は、光ファイバ機器引出
しを有する。光ファイバ機器引出しは、シャーシ内に設置され、シャーシ回りに動くこと
ができる。少なくとも１つの光ファイバ機器トレーが光ファイバ機器引出し内に設けられ
た少なくとも１つのトレーガイド内に受け入れられている。光ファイバ機器トレーは、光
ファイバ機器引出し回りに動くことができるようトレーガイド回りに動くことができる。
少なくとも１つの光ファイバモジュールが光ファイバ機器トレー内に設けられた少なくと
も１つのモジュールガイド内に受け入れられている。光ファイバモジュールは、光ファイ
バ機器トレー回りに動くことができるようモジュールガイド回りに動くことができる。こ
のように、光ファイバ機器引出し内に設けられた光ファイバモジュール及びその光ファイ
バ接続部へのアクセス性を向上させることができる。光ファイバ機器引出しを動かしてシ
ャーシから出すことができ、それにより光ファイバ機器トレー及びこの中に支持された光
ファイバモジュールへのアクセスが可能になる。光ファイバ機器トレーを動かして光ファ
イバ機器引出しから出すことができ、それによりこの中に支持されている光ファイバモジ
ュールへのアクセス性が向上する。光ファイバモジュールを動かして光ファイバ機器トレ
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ーから出すことができ、それにより光ファイバモジュールへのアクセス性が一段と向上す
る。アクセス性の向上は、光ファイバモジュールの設置、再設置、再構成及び／又は取り
出し並びにこの中に作られている光ファイバ接続部へのアクセスにとって有用な場合があ
る。
【００１３】
　光ファイバ機器トレー及び／又は光ファイバモジュールは各々、アクセス性を向上させ
るよう別個独立に動くことができる。光ファイバ装置は、所望の任意サイズのものであっ
て良い。任意の数の光ファイバ機器トレー及び／又は光ファイバモジュールを設けること
ができる。
【００１４】
　一実施形態では、光ファイバ機器引出しは、シャーシ回りに動くことができる。引っ込
められていないときに光ファイバ機器引出しをシャーシ内に保持するよう引出し保持部材
が光ファイバ機器引出し内に設けられるのが良い。別の実施形態では、シャーシからの光
ファイバ機器引出しの引き抜き距離を制限するよう引き抜き制限部材が光ファイバ機器引
出し内に設けられる。別の実施形態では、少なくとも１つの引出しレールが光ファイバ機
器引出しの底側部に設けられ、かかる少なくとも１つの引出しレールは、シャーシ内に設
けられた少なくとも１つの引出しガイドに係合するよう構成されている。引出しガイドは
、引出しレール回りに動いて光ファイバ機器引出しをシャーシ回りに動かす。別の実施形
態では、引出しドアが光ファイバ機器引出しの前側部に取り付けられ、この引出しドアは
、光ファイバ機器引出し内に支持された光ファイバ機器トレーへのアクセスを可能にする
ために開かれるよう構成されている。光ファイバ機器引出し及び／又は引出しドアは、光
ファイバ機器引出し内に設けられた光ファイバモジュールに連結されている光ファイバケ
ーブルを引き回す１つ又は２つ以上の引き回しガイドを有するのが良い。光ファイバ機器
引出しへのアクセス方法であって、光ファイバ機器引出しを保持するステップと、シャー
シからの光ファイバ機器引出しの引き抜き距離を制限するステップを有する方法も又開示
される。
【００１５】
　別の実施形態では、光ファイバ機器引出しは、シャーシ回りに傾斜するよう構成されて
いる。このように、光ファイバ機器トレー内に設けられている光ファイバ機器トレー及び
光ファイバモジュールは、アクセス性の向上をもたらすよう光ファイバ機器引出しと一緒
に傾斜される。別の実施形態では、シャーシ回りの光ファイバ機器引出しの傾斜量又は傾
斜角度を制限するよう引出し傾斜制限部材が光ファイバ機器引出し内に設けられる。引出
し傾斜制限部材は、これがシャーシの一部ではなく又はこれに取り付けられることがない
よう構成されているのが良い。別の実施形態では、光ファイバ機器トレー及びこの中に納
められた光ファイバモジュールは、光ファイバ機器引出しを提供しないでシャーシ又は他
の光ファイバ装置若しくは機器内に設けられるのが良い。光ファイバ機器引出しをシャー
シ回りに傾斜させるステップ及び光ファイバ機器引出しの傾斜角度を制限するステップを
有する方法も又開示される。
【００１６】
　追加の特徴及び利点は、以下の詳細な説明に記載されており、一部は、この記載から当
業者には容易に明らかになり又は以下の詳細な説明、特許請求の範囲並びに添付の図面を
含む本明細書に記載された本発明を実施することによって認識される。
【００１７】
　上述の概要説明と以下の詳細な説明の両方は、実施形態を提供しており、開示内容の性
質及び特性を理解するための概観又は枠組を提供するようになっていることは理解される
べきである。添付の図面は、一層深い理解を提供するために組み込まれており、かかる添
付の図面は、本明細書に組み込まれてその一部をなしている。図面は、種々の実施形態を
記載しており、詳細な説明と一緒になって、開示した技術的思想の原理及び作用を説明す
るのに役立つ。
【図面の簡単な説明】
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【００１８】
【図１】一実施形態に従ってシャーシ内に設置されて別個独立に動くことができる光ファ
イバ機器トレー及びモジュールを支持する例示の光ファイバ機器引出しの正面側斜視図で
ある。
【図２Ａ】シャーシから引き出されて完全に開かれると共に下方に傾けられた図１の光フ
ァイバ機器引出しの正面側斜視図であり、光ファイバ機器トレーの１つが光ファイバ機器
引出しから引き抜かれている状態を示す図である。
【図２Ｂ】図２Ａの光ファイバ機器引出しの側面図である。
【図３】シャーシカバーが取り外された状態の図１の光ファイバ機器引出し及びシャーシ
の正面側斜視図である。
【図４】図３の光ファイバ機器引出しの引出しドアの拡大図である。
【図５】図１の光ファイバ機器引出し及びシャーシの正面側斜視図であり、引出しドアが
一実施形態に従って下げられた状態を示す図である。
【図６】図１の光ファイバ機器引出し及びシャーシの正面側斜視図であり、光ファイバ機
器引出しがシャーシから引き出されると共に引出しドアが下げられた状態を示す図である
。
【図７】取付け状態の光ファイバ機器トレー及びモジュールを省いた状態の図１の光ファ
イバ機器引出しの正面側斜視図である。
【図８Ａ】シャーシ内に保持された図１の光ファイバ機器引出し内の例示の引出し保持部
材の左側面断面図である。
【図８Ｂ】図８Ａに示された引出し保持部材の平面側断面斜視図である。
【図９Ａ】シャーシから引き抜かれた図１の光ファイバ機器引出しの引出し保持部材の平
面側拡大斜視図である。
【図９Ｂ】図９Ａに示された引出し保持部材の底面側拡大斜視図である。
【図１０Ａ】図１の光ファイバ機器引出しの後側パネルの正面側斜視図であり、光ファイ
バ機器引出しがシャーシから完全に引き抜かれる直前における例示の引出し引き抜き制限
部材を示す図である。
【図１０Ｂ】図１の光ファイバの機器引出しの後側パネルの正面側斜視図であり、光ファ
イバ機器引出しをシャーシから完全に引き抜いたときの図１０Ａの光ファイバ機器引出し
引き抜き制限部材を示す図である。
【図１１Ａ】シャーシから完全に引き抜かれて下方に傾けられた図１の光ファイバ機器引
出しの正面側斜視図である。
【図１１Ｂ】図１１Ａの光ファイバ機器引出しの側面図である。
【図１２】取付け状態の光ファイバ機器トレー及びモジュールを省いた状態で下方に傾け
られた図１の光ファイバ機器引出しの正面側斜視図である。
【図１３Ａ】光ファイバ機器引出しをシャーシから引き抜き、これを傾けていないときに
おける図１の光ファイバ機器引出しの例示の傾き制限部材の平面側拡大斜視図である。
【図１３Ｂ】光ファイバ機器引出しをシャーシから完全に引き抜いて下方に傾けられた場
合における図１３Ａの傾き制限部材の平面側拡大斜視図である。
【図１３Ｃ】図１３Ｂの底面側拡大斜視図である。
【図１３Ｄ】光ファイバ機器引出しの傾斜角を一段と制限するためのスロットを含む図１
３Ａの傾き制限部材の底面側拡大斜視図である。
【図１３Ｅ】光ファイバ機器引出しが下方に傾けられた状態の図１３Ｄの底面側斜視図で
ある。
【図１３Ｆ】光ファイバ機器引出しのフランジと光ファイバ機器引出しのための外広がり
制御を提供するよう構成された制御プレートとの間に設けられた図１３Ｄ及び図１３Ｅの
傾き制限部材を有する図７の光ファイバ機器引出しの右側面正面側斜視図である。
【図１３Ｇ】図１３Ｆの右側面背面側斜視図である。
【図１３Ｈ】図１３Ｆ及び図１３Ｇの光ファイバ機器引出し及び傾き制限部材の左側面側
拡大斜視図あり、制御プレートを光ファイバ機器引出しのフランジにどのようにして取り
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付けることができるかの一例を示す図である。
【図１３Ｉ】図１３Ｆ及び図１３Ｇの光ファイバ機器引出し及び傾き制限部材の右側面側
拡大斜視図であり、制御プレートを光ファイバ機器引出しのフランジにどのようにして取
り付けることができるかの一例を示す図である。
【図１３Ｊ】図１３Ｆ及び図１３Ｇの光ファイバ機器引出し及び傾き制限部材の拡大側面
図であり、傾き制限部材及び光ファイバ機器引出しのフランジに対する制御プレートの例
示の位置合わせ状態を示す図である。
【図１３Ｋ】図１３Ｅ及び図１３Ｆの光ファイバ機器引出しのフランジに取り付けられた
制御プレートの右側面側拡大斜視図である。
【図１３Ｌ】光ファイバ機器引出しが下方に傾けられた状態の図１３Ｅ及び図１３Ｆの光
ファイバ機器引出しに取り付けられた制御プレートの左側面拡大斜視図である。
【図１４Ａ】図１の光ファイバ機器引出しによって支持されると共に光ファイバ機器引出
しから引き抜かれた例示の光ファイバ機器トレーの正面側斜視図である。
【図１４Ｂ】図１４Ａの光ファイバ機器トレーの拡大図である。
【図１５】図１の光ファイバ機器引出しから取り外された状態の図１４Ａの例示の光ファ
イバ機器トレーの正面側斜視図である。
【図１６Ａ】図１５の光ファイバ機器トレーによって支持できる例示の光ファイバモジュ
ールの右側面正面側斜視図である。
【図１６Ｂ】図１６Ａの光ファイバモジュールの左側面正面側斜視図である。
【図１７】図１５の光ファイバ機器トレー内に設置された図１６Ａの光ファイバモジュー
ルの正面側斜視図である。
【図１８】図１３の光ファイバ機器引出し及びシャーシの背面側斜視図であり、光ファイ
バ機器引出し内に設けられている光ファイバ機器トレー内に設置された後方から設置可能
な光ファイバモジュールを示す図である。
【図１９Ａ】図１５の光ファイバ機器トレーを受け入れるよう構成された図１の光ファイ
バ機器引出し内に設けられた例示のトレーガイドの左側面側斜視図である。
【図１９Ｂ】図１５の光ファイバ機器トレーを受け入れるよう構成された図１の光ファイ
バ機器引出し内に設けられた例示のトレーガイドの右側面側斜視図である。
【図１９Ｃ】図１５の光ファイバ機器トレーのトレーレールを受け入れるよう構成された
別の例示のトレーガイドの左側面側斜視図である。
【図１９Ｄ】図１５の光ファイバ機器トレーのトレーレールを受け入れるよう構成された
別の例示のトレーガイドの右側面側斜視図である。
【図２０】図１の光ファイバ機器引出し及びシャーシの左側面側断面斜視図であり、図１
５の光ファイバ機器トレーのトレーレールを受け入れた図１９Ａ及び図１９Ｂのトレーガ
イドを示す図である。
【図２１Ａ】図１９Ａ及び図１９Ｂのトレーガイドによって受け入れられるよう構成され
た図１５の光ファイバ機器トレーのための例示のトレーレールの斜視図である。
【図２１Ｂ】図１９Ａ及び図１９Ｂのトレーガイドによって受け入れられるよう構成され
た図１５の光ファイバ機器トレーのための例示のトレーレールの平面図である。
【図２２】後側シャーシカバーが図示されると共に取り外された状態の図１の光ファイバ
機器引出し及びシャーシの背面側斜視図である。
【図２３】後側シャーシカバーが取り付けられた状態の図２２の光ファイバ機器引出し及
びシャーシの背面側斜視図である。
【図２４】シャーシ内に設置されると共に別個独立に動くことができる光ファイバ機器ト
レー及びモジュールを支持した別の例示の光ファイバ機器引出しの正面側斜視図である。
【図２５Ａ】シャーシから引き出されて完全に開かれると共に下方に傾けられた図２４の
光ファイバ機器引出しの正面側斜視図である。
【図２５Ｂ】図２５Ａの光ファイバ機器引出しの側面図である。
【図２６】図２４の光ファイバ機器引出し及びシャーシの正面側斜視図であり、引出しド
アが一実施形態に従って下げられた状態を示す図である。
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【図２７Ａ】図２４の光ファイバ機器引出し及びシャーシの正面側斜視図であり、光ファ
イバ機器引出しがシャーシから引き出されると共に引出しドアが下げられた状態を示す図
である。
【図２７Ｂ】図２７Ａの光ファイバ機器引出し及びシャーシの平面図である。
【図２８】図２４の光ファイバ機器引出しの左側端部引出し保持部材の底面側拡大斜視図
である。
【図２９Ａ】図２４の光ファイバ機器引出しの右側端部引出し保持部材を単独で取り出し
て示す右側面側斜視図である。
【図２９Ｂ】図２９Ａの引出し保持部材を単独で取り出して示す左側面側斜視図である。
【図３０Ａ】図２４の光ファイバ機器引出しの前側パネル及び後側パネルの拡大斜視図で
あり、前側パネルが下方に傾けられた状態を示す図である。
【図３０Ｂ】図２４の光ファイバ機器引出しの引出し引き抜き制限部材の拡大斜視図であ
る。
【図３１Ａ】シャーシから完全に引き出されると共に下方に傾けられた図２４の光ファイ
バ機器引出しの正面側斜視図である。
【図３１Ｂ】図３１Ａの光ファイバ機器引出しの背面側斜視図である。
【図３２Ａ】図２４の光ファイバ機器引出し内に設けられた引出しレールから完全に引き
出された引出しガイドの拡大斜視図である。
【図３２Ｂ】図２４の光ファイバ機器引出し内の引出しレール中に完全に引っ込められた
状態の図３２Ａの引出しガイドの拡大斜視図である。
【図３３Ａ】別の実施形態に従って別個独立に動くことができる光ファイバ機器トレー及
び光ファイバモジュールを含む別の例示の光ファイバ機器の正面側斜視図である。
【図３３Ｂ】図３３Ａの光ファイバ機器引出しの側面図である。
【図３４】図３３Ａの光ファイバ機器の正面側斜視図であり、シャーシカバーが取り外さ
れた状態を示す図である。
【図３５】図３３Ａの光ファイバ機器の正面側斜視図であり、光ファイバ機器トレーがシ
ャーシから引き抜かれた状態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　次に、或る特定の実施形態を詳細に参照し、これら実施形態の例が添付の図面に示され
ており、添付の図面には、全てではないが幾つかの特徴が示されている。確かに、本明細
書において開示する実施形態は、多種多様な形態で具体化できるので、本発明は、本明細
書に記載した実施形態に限定されるものとは解されてはならず、これとは異なり、これら
実施形態は、この開示内容が該当する法的要件を満足させるよう提供されている。可能な
場合にはいつでも、同一の参照符号は、同一のコンポーネント又は部分を示すために用い
られる。
【００２０】
　詳細な説明に開示されている実施形態は、光ファイバ機器を支持する光ファイバ装置並
びに関連機器及び方法を含む。一実施形態では、光ファイバ装置は、光ファイバ機器引出
しを有する。光ファイバ機器引出しは、シャーシ内に設置され、シャーシ回りに動くこと
ができる。少なくとも１つの光ファイバ機器トレーが光ファイバ機器引出し内に設けられ
た少なくとも１つのトレーガイド内に受け入れられている。光ファイバ機器トレーは、光
ファイバ機器引出し回りに動くことができるようトレーガイド回りに動くことができる。
少なくとも１つの光ファイバモジュールが光ファイバ機器トレー内に設けられた少なくと
も１つのモジュールガイド内に受け入れられている。光ファイバモジュールは、光ファイ
バ機器トレー回りに動くことができるようモジュールガイド回りに動くことができる。こ
のように、光ファイバ機器引出し内に設けられた光ファイバモジュール及びその光ファイ
バ接続部へのアクセス性を向上させることができる。光ファイバ機器引出しを動かしてシ
ャーシから出すことができ、それにより光ファイバ機器トレー及びこの中に支持された光
ファイバモジュールへのアクセスが可能になる。光ファイバ機器トレーを動かして光ファ
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イバ機器引出しから出すことができ、それによりこの中に支持されている光ファイバモジ
ュールへのアクセス性が向上する。光ファイバモジュールを動かして光ファイバ機器トレ
ーから出すことができ、それにより光ファイバモジュールへのアクセス性が一段と向上す
る。アクセス性の向上は、光ファイバモジュールの設置、再設置、再構成及び／又は取り
出し並びにこの中に作られている光ファイバ接続部へのアクセスにとって有用な場合があ
る。
【００２１】
　この点に関し、図１は、例示の光ファイバ機器１０を示している。例示の光ファイバ機
器１０は、ケーブル間光ファイバ接続部を支持すると共に複数の光ファイバケーブル接続
部を管理するようデータ配信センタ又は中央局に設けられるのが良い。光ファイバ機器１
０は、光ファイバ機器シャーシ１２（以下、単に「シャーシ１２」という）を有する。シ
ャーシ１２は、光ファイバ機器ラック１４内に設置された状態で示されている。光ファイ
バ機器ラック１４は、垂直に延びると共に一連の孔１８を備えた２本の垂直レール１６Ａ
，１６Ｂを有する。孔１８は、光ファイバ機器ラック１４内での光ファイバ機器１０の取
付けを容易にする。光ファイバ機器１０は、垂直レール１６Ａ，１６Ｂ内に互いに上下に
積み重ねられた棚の形態をしている光ファイバ機器ラック１４によって取り付けられると
共に支持されている。図示のように、光ファイバ機器１０は、垂直レール１６Ａ，１６Ｂ
に取り付けられている。光ファイバ機器ラック１４は、１Ｕサイズ又は任意他のＵサイズ
の棚を支持することができ、“Ｕ”は、高さが標準の１．７５インチ（４．４５ｃｍ）又
は所望の任意他の高さに等しい。
【００２２】
　図１に示されると共に本明細書において以下に詳細に説明されるように、シャーシ１２
は、１つ又は２つ以上の引き出し可能な光ファイバ機器トレー２２を支持した光ファイバ
機器引出し２０を有している。光ファイバ機器トレー２２を動かして光ファイバ機器引出
し２０から引き出したり光ファイバ機器引出し２０内に戻したりすることができる。任意
の数の光ファイバ機器トレー２２を設けることができる。各光ファイバ機器トレー２２は
、各々が１つ又は２つ以上の光ファイバ接続部を支持する１つ又は２つ以上の光ファイバ
モジュール（図２Ａに要素２６として示されている）を支持している。光ファイバモジュ
ールは、図１では、シャーシ１２の一部として光ファイバ機器引出し２０の前に配置され
た前側シャーシカバー２４によって隠れて見えない。前側シャーシカバー２４は、シャー
シ１２を覆うカバーを形成するよう後側シャーシカバー２５に取り付けられている。光フ
ァイバ機器引出し２０は、光ファイバ機器トレー２２及びこれらの中に支持されている光
ファイバモジュール２６にアクセスするためにシャーシ１２から引き出し可能である。
【００２３】
　図１の光ファイバ機器１０の例では、２つの光ファイバ機器トレー２２は、光ファイバ
機器引出し２０によって支持され、各光ファイバ機器トレー２２は、４つの光ファイバモ
ジュール２６を支持している。各光ファイバモジュール２６は、１２個の光ファイバ接続
部を支持している。全部で最大９６個の光ファイバ接続部を光ファイバ機器引出し２０に
よって提供することができるが、光ファイバ機器引出し２０は、この密度に限定されるわ
けではない。
【００２４】
　図２Ａ及び図２Ｂは、図１の光ファイバ機器１０及び光ファイバ機器引出し２０の或る
特定の性能及び特徴の概要を示すために提供されている。これら性能及び特徴の実施形態
について本明細書において詳細に説明する。図２Ａは、シャーシ１２及び光ファイバ機器
引出し２０の正面側斜視図である。図２Ｂは、シャーシ１２及び光ファイバ機器引出し２
０の側面図である。図２Ａに示されているように、光ファイバ機器引出し２０は、シャー
シ１２から引き抜かれている。光ファイバ機器引出し２０内の光ファイバ機器トレー２２
によって支持された光ファイバモジュールが見える。光ファイバ機器引出し２０をシャー
シ１２から引き出すと、光ファイバ機器トレー２２にアクセスすることができる。光ファ
イバ機器トレー２２を光ファイバ機器引出し２０から引き出すと、光ファイバ機器トレー
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２２によって支持された光ファイバモジュール２６及びこれらの中に支持された光ファイ
バ接続部にアクセスすることができる。図２Ａ及び図２Ｂに示されているように、光ファ
イバ機器引出し２０は、シャーシ１２から完全に引き抜かれ又は引き出され、下方に傾け
られている。光ファイバ機器引出し２０を下方に傾けると、図２Ａ及び図２Ｂに示されて
いるように、所望に応じて光ファイバ機器引出し２０内に設置されている光ファイバモジ
ュール２６を下方に傾けることができる。アクセスのための下方への光ファイバ機器引出
し２０の傾斜は、光ファイバ機器引出し２０が光ファイバ機器ラック内の高い位置に設け
られている場合に特に有用なことがある。光ファイバモジュール２６にアクセスするには
、図２Ａ及び図２Ｂに示されているように、光ファイバモジュール２６を支持した光ファ
イバ機器トレー２２を光ファイバ機器引出し２０から引き抜くのが良い。さらに、所望に
応じて光ファイバモジュール２６を光ファイバ機器トレー２２から取り外すことができる
。
【００２５】
　以下に詳細に説明するように、各光ファイバ機器トレー２２は又、光ファイバ機器引出
し２０をシャーシ１２から引き出そうと引き出さまいと或いは下方に傾けようと傾けまい
といずれにせよ、光ファイバ機器引出し２０から別個独立に並進可能である。これは、例
えば、図２Ａ及び図２Ｂに示されている。図示のように、光ファイバ機器トレーの１つ２
２′が引き出された光ファイバ機器引出し２０から引き抜かれている。このようにすると
、光ファイバモジュール２６へのアクセス性を向上させることができる。アクセスは、一
例として光ファイバモジュール２６及びこの中に設けられている光ファイバ接続部の設置
、構成、再構成、再設置及び取り出しを行なう上で利用可能である。また、以下に詳細に
説明するように、この実施形態における特定の各光ファイバモジュール２６を所望ならば
次のアクセスのために所与の光ファイバ機器トレー２２内の他の光ファイバモジュール２
６から別個独立に並進させ又は取り外すことができる。
【００２６】
　次に、一例として図１の光ファイバ機器１０及び光ファイバ機器引出し２０の種々の性
能及び特徴を詳細に説明するために図３～図２３を参照する。
【００２７】
　図３は、図１の光ファイバ機器１０及び光ファイバ機器引出し２０の正面側斜視図であ
り、光ファイバ機器引出し２０がシャーシ１２内に完全に引っ込められている。前側シャ
ーシカバー２４及び後側シャーシカバー２５は、光ファイバ機器引出し２０のコンポーネ
ント及びこの中に設けられているコンポーネントの説明を容易にするために取り外されて
いる。図３に示されているように、光ファイバ機器引出し２０は、この実施形態では、引
出しドア２８を有している。光ファイバ機器トレー２２を図３に示されているように光フ
ァイバ機器引出し２０内に完全に引っ込めると、引出しドア２８を閉じてシャーシ１２に
ロックすることができ、それにより光ファイバ機器トレー２２へのアクセスが閉ざされる
。この実施形態では、引出しドア２８は、光ファイバ機器引出し２０の前側端部３０にヒ
ンジ式に取り付けられている。図４は、図３の拡大図であり、引出しドア２８の一部分及
びこの実施形態において引出しドア２８の底部３４を光ファイバ機器引出し２０の前側端
部３０に取り付けているヒンジ３２を示している。このようにすると、引出しドア２８は
、図５に示されているように引出しドア２８を開いたときに光ファイバ機器引出し２０に
取りつけられたまま保持される。
【００２８】
　引出しドア２８をこの実施形態ではシャーシ１２に対して閉じた状態に保持するため、
引出しドアロック機構体４０が設けられている。引出しドアロック機構体４０は、引出し
ドア２８をシャーシ１２に対し、特に前側シャーシカバー２４に対して閉じた状態に解除
自在に保持するよう構成されている。図３に示されているように、２つの引出しドアロッ
ク機構体４０が、１つは引出しドア２８の左側端部４２のために、もう１つは右側端部４
４のために設けられている。図４は、引出しドアロック機構体４０の拡大図である。この
実施形態では、引出しドアロック機構体４０は、押しボタンラッチ４６で構成されている



(16) JP 2012-527654 A 2012.11.8

10

20

30

40

50

。押しボタンラッチ４６は、引出しドア２８を閉鎖状態に保持するようラッチ４８を前側
シャーシカバー２４内に設けられたラッチオリフィス５１に係合させるよう構成されてい
る。押しボタンラッチ４６は各々、引出しドア２８内に設けられ、この実施形態では、図
５に示されているように１つが左側端部４２に設けられ、もう１つが右側端部４４に設け
られている。２つのラッチオリフィス５１が前側シャーシカバー２４に設けられ、これら
ラッチオリフィスは、これ又図５に示されているように、ラッチ４８を受け入れて引出し
ドア２８をロックするよう構成されている。押しボタンラッチ４６は、この実施形態では
、力が押しボタン５０に加えなければ、引出しドア２８を閉じたときにラッチ４８が上方
に付勢されてラッチ４８がラッチオリフィス５１と嵌合状態に保持されるようばね押しさ
れている。
【００２９】
　光ファイバ機器トレー２２の１つ又は２つ以上引き抜くことが望ましい場合、引出しド
ア２８を前側シャーシカバー２４からロック解除して開くのが良い。押しボタン５０は、
下向きの力を押しボタン５０に加えたときにラッチ４８を下方に動かして押しボタンラッ
チ４６のばね押し力に打ち勝つよう構成されている。押しボタン５０を下方に押すと、ラ
ッチ４８は、前側シャーシカバー２４のラッチオリフィス５１から離脱して引出しドア２
８をロック解除する。すると、引出しドア２８を前側シャーシカバー２４から開くことが
できる。引出しドア２８は、開かれると、ヒンジ３２回りに下方に揺動することができる
。
【００３０】
　上述したように、図１の光ファイバ機器１０内の光ファイバ機器引出し２０は、光ファ
イバ機器トレー２２及び／又はこれらの中に収納されている光ファイバモジュール２６へ
のアクセス性を向上させるようシャーシ１２から引き抜かれるよう構成されている。この
点に関し、図６は、図１の光ファイバ機器１０及び光ファイバ機器引出し２０の正面側斜
視図であり、引出しドア２８が開かれて下げられると共に光ファイバ機器２０がシャーシ
１２から引き出されている。
【００３１】
　光ファイバ機器引出し２０及びその種々の特徴及びコンポーネントを更に示すため、シ
ャーシ１２から取り外されると共に光ファイバ機器トレー２２及び光ファイバモジュール
２６を備えていない光ファイバ機器引出し２０の斜視図が図７に示されている。光ファイ
バ機器引出し２０は、幾つかの特徴を提供するよう構成されており、これら特徴の幾つか
又は全てを提供することができる。この実施形態では、光ファイバ機器引出し２０は、後
側パネル６０に取り付けられた前側パネル５８を有している。前側パネル５８及び後側パ
ネル６０は、板金又は所望の任意他の形式若しくは種類の材料で構成可能である。前側パ
ネル５８は、上述すると共に図６に示されているように、１つ又は２つ以上の光ファイバ
機器トレー２２及び光ファイバ機器トレー２２内に設けられている光ファイバモジュール
２６を支持するよう構成されている。
【００３２】
　引き続き図７を参照すると、光ファイバ機器引出し２０は、前側パネル５８内に収納さ
れた２つの引出し保持部材６２を有している。引出し保持部材６２は、十分であり且つ意
図的な力が加えられて光ファイバ機器引出し２０を解除するまで光ファイバ機器引出し２
０をシャーシ１２内に解除可能に保持するよう構成されている。この実施形態では、引出
し保持部材６２は、光ファイバ機器引出し２０の前側端部３０に隣接して前側パネル５８
に設けられたエンボス又はディンプル６４の形態で提供されている。エンボス６４は、光
ファイバ機器引出し２０をシャーシ１２内に引っ込めたときにシャーシ１２に設けられて
いる突出ランス（図８Ａにおいて要素８８として示されている）の形態で提供された突起
と整列してこれに当たるよう構成されている。光ファイバ機器引出し２０を解除してシャ
ーシ１２から引き出すため、力が光ファイバ機器引出し２０に加えられる。エンボス６４
は、ランス８８に当接することになる。エンボス６４とランス８８が当たらないようにす
るため、エンボス６４をシャーシ１２内でランス８８を横切って且つこれを越えて引き上
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げることができるのに十分な力を光ファイバ機器引出し２０に加えて光ファイバ機器引出
し２０をシャーシ１２から解除する。同様に、光ファイバ機器引出し２０に加えてランス
８８を横切って且つこれを越えてエンボス６４を押し戻し、それにより光ファイバ機器引
出し２０をシャーシ１２内に引っ込めた状態に保持する。エンボス６４は、前側パネル５
８に設けられ、この実施形態では、前側パネル５８の前側端部３０から後側端部６７まで
延びる隆起区分６５に設けられている。また、１つ又は３つ以上の引出し保持部材６２を
設けることができる。以下において、図８Ａ～図９Ｂを参照してこの実施形態における引
出し部材６２に関する細部ついて説明する。
【００３３】
　また、この実施形態では、図７に示されているように、２つの引出し引き抜き制限部材
６６が光ファイバ機器引出し２０の後側パネル６０に設けられている。引出し引き抜き制
限部材６６は、シャーシ１２からの光ファイバ機器引出し２０の引き抜き距離を制限する
。光ファイバ機器引出し２０をシャーシ１２から引き抜いているときにシャーシ１２の内
側に沿って乗っかかって進むフランジ６９が後側パネル６０の一部として設けられている
。引出し引き抜き制限部材６６は各々、これ又シャーシ１２に設けられたランス８８に係
合するよう構成されたタブ６８を有している。タブ６８がランス８８にいったん係合する
と、光ファイバ機器引出し２０は、それ以上シャーシ１２から引き出されるのが阻止され
る。また、１つ又は３つ以上の引出し引き抜き制限部材６６を設けることができる。以下
において、図１０Ａ及び図１０Ｂを参照してこの実施形態における引出し引き抜き制限部
材６６に関する細部について説明する。
【００３４】
　引き続き図７を参照すると、この実施形態における前側パネル５８及び後側パネル６０
は、光ファイバ機器引出し２０をシャーシ１２からの引き抜き時に下方に傾斜させること
ができる。前側パネル５８は、前側パネル５８と後側パネル６０との間に形成されると共
に設けられたヒンジ７０を介して後側パネル６０及びシャーシ１２回りに傾斜するよう構
成されている。前側パネル５８内に設けられた光ファイバ機器トレー２２及び光ファイバ
モジュール２６を含む任意の光ファイバ機器も又、前側パネル５８が下方に傾けられた結
果として、これ又下方に傾斜することになる。後側パネル６０の一部として設けられたフ
ランジ６９は各々、後側パネル６０及びシャーシ１２回りの光ファイバ機器引出し２０の
下方傾斜を制限する傾き制限部材７２を備えている。また、１つ又は３つ以上の傾き引出
し制限部材７２を設けることができる。以下において、図１１Ａ～図１４を参照して光フ
ァイバ機器引出し２０の傾斜能力及び光ファイバ機器引出し２０の傾斜角を制限する引出
し傾き制限部材７２に関する細部について説明する。
【００３５】
　引き続き図面を参照すると、この実施形態における光ファイバ機器引出し２０は、各々
が光ファイバ機器引出し２０の左側端部７６及び右側端部７８に設けられた２つのトレー
ガイド７４を更に有している。トレーガイド７４は、前側パネル５８のベース８２に全体
として垂直に設けられた左側及び右側部材７９，８０に設けられている。トレーガイド７
４は、上述すると共に図６に示されているように、各々が１つ又は２つ以上の光ファイバ
モジュール２６を支持した１つ又は２つ以上の光ファイバ機器トレー２２を受け入れるよ
う構成されている。この実施形態におけるトレーガイド７４は、各々が光ファイバ機器ト
レー２２のトレーレールを受け入れるよう構成された複数個のトレーレールガイド８４で
構成されている。このようにすると、トレーレールをトレーレールガイド８４回りに動か
すことによって光ファイバ機器トレー２２を光ファイバ機器引出し２０に出し入れするこ
とができる。以下において、図１５～図２０を参照して光ファイバ機器トレー２２を支持
するために光ファイバ機器引出し２０内に設けられたトレーガイド７４に関する細部につ
き説明する。
【００３６】
　図８Ａ～図９Ｂは、光ファイバ機器引出し２０内に設けられた引出し保持部材６２に関
する細部を示している。引出し保持部材６２は、シャーシ１２内に引っ込められると、光
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ファイバ機器引出し２０をシャーシ１２内に保持する。図８Ａ及び図８Ｂは、それぞれ、
光ファイバ機器引出し２０を引っ込めてシャーシ１２内に保持したときの光ファイバ機器
引出し２０及びシャーシ１２の１つの引出し保持部材６２及び周りの前側パネル５８の断
面側面図及び断面斜視図である。図示のように、エンボス６４は、光ファイバ機器引出し
２０の左側端部７６で前側パネル５８の隆起区分６５に設けられている。注目されるよう
に、図８Ａ及び図８Ｂに示されていない別のエンボス６４も又、図６に示されているよう
に光ファイバ機器引出し２０の左側端部７８に設けられている。図８Ａ及び図８Ｂでは、
エンボス６４は、光ファイバ機器引出し２０をシャーシ１２内に保持するランス８８の後
方側部８６に設けられている。ランス８８は、前側パネル５８の底側部８９に隣接してシ
ャーシ１２の上方に突き出るようシャーシ１２に設けられている。光ファイバ機器引出し
２０をシャーシ１２から引き抜くことが望ましい場合、引き抜き力を加えてエンボス６４
がランス８８内に引き込まれるようにするのが良い。十分な引き抜き力により、エンボス
６４は、ランス８８を横切って進み、前側パネル５８をランス８８の上方に持ち上げ、つ
いには、エンボス６４は、図９Ａ及び図９Ｂに示されているように、ランス８８の前方側
部９０上に引かれるようになる。しかる後、光ファイバ機器引出し２０をシャーシ１２か
ら解除する。この実施形態では、エンボス６４がランス８８と衝突しないようにするのに
必要な引張り力を減少させるためにオプションとしてのキー９２がエンボス６４に切り込
まれている。キー９２は、光ファイバ機器引出し２０を閉鎖位置に保持するようランス８
８と衝突するのにも役立ち得る。また、注目されるように、この実施形態では、エンボス
６４は、前側パネル５８の隆起区分６５に設けられており、したがって、前側パネル５８
は、光ファイバ機器引出し２０をシャーシ１２から引き抜くときに、ランス８８に当たら
ないようになる。
【００３７】
　図９Ａ及び図９Ｂは、それぞれ、光ファイバ機器引出し２０をシャーシ１２から外方に
引き出したときの引出し保持部材６２の平面図側拡大斜視図及び底面図側拡大斜視図であ
る。エンボス６４がランス８８の前方側部９０に設けられた後、光ファイバ機器引出し２
０は、シャーシ１２から自由に引き抜き可能である。この実施形態では、光ファイバ機器
引出し２０は、或る特定の引き抜き距離に制限されている。この点に関し、図１０Ａ及び
図１０Ｂは、光ファイバ機器引出し２０内に設けられた２つの引出し引き抜き制限部材６
６の一方を示している。図示の引出し引き抜き制限部材６６は、光ファイバ機器引出し２
０の左側端部７６に設けられている。また、図１０Ａ及び図１０Ｂに示されていない別の
引出し引き抜き制限部材６６が、図６に示されているように、光ファイバ機器引出し２０
の左側端部７８に設けられていることに注目されたい。図１０Ａは、光ファイバ機器引出
し２０がシャーシ１２から完全に引き出される直前における光ファイバ機器引出し２０の
後側パネル６０に設けられている引出し引き抜き制限部材６６の正面側斜視図である。図
示のように、光ファイバ機器引出し２０の後側パネル６０に設けられているタブ６８は、
シャーシ１２に設けられているランス８８と整列している。前側及び後側パネル５８，６
０は、シャーシ１２の上方に位置していて、光ファイバ機器引出し２０を引出し保持部材
６２からいったん解除すると、シャーシ１２回りに自由に動くことができる。しかしなが
ら、ランス８８は、タブ６８の移動平面ＴＰ内でシャーシ１２周りに設けられている。後
側パネル６０を図１０Ａに示されているようにほぼ完全に引き出すと、タブ６８は、ラン
ス８８に設けられている開口部９４に入るよう構成されている。後側パネル６０及び光フ
ァイバ機器引出し２０は、図１０Ｂに示されているように、タブ６８をランス８８の開口
部９４にいったん嵌め込むと、シャーシ１２からそれ以上引き出されるのが阻止される。
このように、タブ６８及びランス８８により、引出し引き抜き制限部材６６は、光ファイ
バ機器引出し２０の引き抜き距離を制限することができる。
【００３８】
　図１１Ａ～図１４は、一実施形態としての光ファイバ機器引出し２０の傾き特徴及び傾
き制限特徴を示している。図１１Ａ及び図１１Ｂは、シャーシ１２から引き抜かれてシャ
ーシ１２回りに下方に傾けられた光ファイバ機器引出し２０を示している。上述したよう
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に、光ファイバ機器引出し２０を下方に傾けることにより、光ファイバ機器トレー２２及
び光ファイバ機器トレー２２内に設けられている光ファイバモジュール２６及び／又はこ
れらの光ファイバ接続部へのアクセス性を向上させることができる。図１１Ａは、シャー
シ１２から引き抜かれて下方に傾けられた光ファイバ機器引出し２０の正面側斜視図であ
る。図１１Ｂは、図１１Ａに示された光ファイバ機器引出し２０の向きを示す側面図であ
る。この実施形態では、前側パネル５８は、後側パネル６０回りに下方に傾斜することが
できる。後側パネル６０は、シャーシ１２に平行な又は実質的に平行な平面内に差し向け
られたままである。光ファイバ機器トレー２２及びこの中に収納されている光ファイバモ
ジュール２６は、前側パネル５８内に設けられているので、前側パネル５８の傾斜によっ
ても、光ファイバ機器トレー２２及び光ファイバモジュール２６が傾斜してアクセス可能
となる。
【００３９】
　光ファイバ機器引出し２０は、この実施形態では光ファイバ機器引出し２０の前側パネ
ル５８と後側パネル６０との間に設けられたヒンジ７０を介して下方に傾斜するよう構成
されている。ヒンジ７０は、後側パネル６０の前側端部１００に設けられた巻き部分９８
を前側パネル５８の後側端部１０４に設けられた巻き部分１０２と交互に配置することに
よって形成されている。巻き部分９８，１０２は、交互配置されると、これらの間に前側
及び後側パネル５８，６０の左側端部７６から右側端部７８まで延びる通路（図示せず）
を形成する。ロッド（図示せず）が巻き部分９８，１０２を互いに交互配置状態に維持し
てヒンジ７０を構成するよう通路１０６（図１１Ｂ）を貫通して設けられている。光ファ
イバ機器引出し２０を引き抜いて前側パネル５８がシャーシ１２を越えて引き抜かれると
、前側パネル５８は、ヒンジ７０回りに自由に下方に傾斜することができる。傾斜角は、
図１２～図１４に示すと共に以下に説明するように引出し傾き制限部材７２によって制御
される。
【００４０】
　図１２は、取付け状態の光ファイバ機器トレー及び光ファイバモジュールを省いた状態
で下方に傾けられた図１の光ファイバ機器引出しの正面側斜視図である。図示のように、
光ファイバ機器引出し２０の前側パネル５８の傾斜角は、引出し傾き制限部材７２及びフ
ランジ６９によって制限されている。図１３Ａ～図１３Ｃは、引出し傾き制限部材７２の
細部を示している。図１３Ａ～図１３Ｃに示されているように、図示の引出し傾き制限部
材７２は、光ファイバ機器引出し２０の左側端部７６に設けられている。注目されるよう
に、図１３Ａ～図１３Ｃに示されていない別の引出し傾き制限部材７２も又、図１２に示
されているように光ファイバ機器引出し２０の右側端部７８に設けられている。
【００４１】
　図１３Ａは、光ファイバ機器引出し２０をシャーシ１２から完全に引き抜いたが、前側
パネル５８をまだ傾けていないときの引出し傾き制限部材７２の平面側拡大斜視図である
。引出し傾き部材７２は、単一部品として前側パネル５８にしっかりと取り付けられ又は
その一部として設けられると共に前側パネル５８のベース８２（図７）に垂直に又は実質
的に垂直に配置された制限部材１１０を含む。制限部材１１０は、制限部材１１０の頂面
１１４に設けられたアングル１１２を有する。キー１１６がアングル１１２に隣接して制
限部材１１０の端区分１１８に設けられている。光ファイバ機器引出し２０を完全に引き
抜いてタブ６８をランス８８（図１１Ａ）に係合させると、前側パネル５８は、ヒンジ７
０回りに下方に傾斜することができる。前側パネル５８を下方に傾斜させると、ヒンジ７
０は、制限部材１１０がフランジ６９に向かって上方に動くようてこ支点となる。前側パ
ネル５８の傾斜角は、制限部材１１０のアングル１１２及びフランジ６９によって制限さ
れる。制限部材１１０のアングル１１２は、最終的に、図１３Ｂ及び図１３Ｃに示されて
いるようにフランジ６９の底側部１１２と平面状又は実質的に平面状の接触関係をなし、
それにより前側パネル５８のそれ以上の傾斜を阻止する。図１３Ｃは、図１３Ｂの引出し
傾き制限部材７２の底面側斜視図である。
【００４２】
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　光ファイバ機器引出し２０が傾斜時に偶発的にシャーシ１２内に押し戻されるのを阻止
するため、引出し傾き制限部材７２の一部として切欠き１２２がフランジ６９に設けられ
ている。切欠き１２２は、制限部材１１０に設けられたキー１１６を受け入れるよう構成
されている。キー１１６が切欠き１２２内に受け入れられると、光ファイバ機器引出し２
０をシャーシ１２内に押し戻すことができない。光ファイバ機器引出し２０をシャーシ１
２内に引っ込めて戻すことが望ましい場合、力を加えて前側パネル５８を引き上げて傾斜
角を減少させ、それによりキー１１６を下方に押して切欠き１２２から押し出す。引き続
き前側パネル５８を引き上げ又は持ち上げている間、光ファイバ機器引出し２０は、シャ
ーシ１２内に自由に押し戻し可能である。この実施形態では、引出し傾き制限部材７２は
、シャーシ１２の一部としては設けられていない。引出し傾き制限部材７２は、前側パネ
ル５８と後側パネル６０の両方内で光ファイバ機器引出し２０の一部として設けられてい
る。このようにすると、光ファイバ機器引出し２０は、シャーシ１２への固定連結部又は
リンク機構を提供する必要はない。これは、シャーシ１２内への光ファイバ機器引出し２
０の設置の際を含み融通性及び複雑さの軽減をもたらすので有利な場合がある。引出し傾
き制限部材７２は、光ファイバ機器引出し２０に限定される必要はない。
【００４３】
　上述したように、傾き制限部材７２に設けられたキー１１６及びアングル１１２は、図
１３Ａ～図１３Ｃの実施形態では後側パネル６０回りの前側パネル５８の傾斜を制限する
。また、追加の傾き制限部材を設けて後側パネル６０回りの前側パネル５８の補足的な傾
き制限を可能にすることが望ましい場合がある。この点に関し、図１３Ｄ及び図１３Ｅは
、図１３Ａ～図１３Ｃの傾き制限部材７２の底面側拡大斜視図であるが、オプションとし
てのスロット９１は制限部材１１０に設けられている状態を更に示している。スロット９
１は、前側パネル５８の傾斜角を一段と制限するよう構成されている。図１３Ｄに示され
た前側パネル５８は傾けられていない。図１３Ｅに示された前側パネル５８は、傾けられ
ている。この点に関し、この実施形態ではピン９３がフランジ６９に取り付けられた状態
でこれから外方に延びている。ピン９３は、光ファイバ機器引出し２０を組み立てたとき
に、制限部材１１０に設けられているスロット９１と嵌合するよう構成されている。スロ
ット９１は、ピン９３の運動範囲を境界付け、後側パネル６０回りの前側パネル５８の傾
斜をも制限する。というのは、ピン９３は、後側パネル６０の一部であるフランジ６９に
取り付けられているからである。
【００４４】
　スロット９１は、形状が半径方向又は弧状であり、したがって、ピン９３は、スロット
のアールに沿って動き、前側パネル５８を傾斜させることができる。図１３Ｄ及び図１３
Ｅに示されているスロット９１の半径方向長さＲ1は、制限部材１１０に設けられている
アングル１１２に加えて、前側パネル５８の最大傾斜角を制御する。注目されるように、
制限部材１１０は、前側パネル５８の傾斜角を制限する上で上述したスロット９１とピン
９３の構成を必要としない。さらに、スロット９１とピン９３の構成は、制限部材１１０
に設けられたキー１１６とアングル１１２の構成に代えて、光ファイバ機器引出し２０に
設けられても良い。
【００４５】
　上述したように、フランジ６９は、光ファイバ機器引出し２０をシャーシ１２から引き
抜いているときにシャーシ１２の内側に沿って乗っかって進むよう後側パネル６０の一部
として設けられている。後側パネル６０の一部として設けられたフランジ６９は各々、後
側パネル６０及びシャーシ１２回りの光ファイバ機器引出し２０の下方傾斜を制限する傾
き制限部材７２を備えている。フランジ６９がシャーシ１２内で乗っかって進んでいると
きに、フランジ６９は、後側パネル６０から内方又は外方に動くことができると共に前側
パネル５８に対して扇形に開き又は外に広がることができる。この点に関し、図１３Ｇ～
図１３Ｌに示すと共に以下に詳細に説明するようにオプションとしての制御プレート９５
を設けるのが良い。
【００４６】
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　図１３Ｆ及び図１３Ｇは、それぞれ、図７の光ファイバ機器引出し２０の正面側斜視図
及び背面側斜視図である。図１３Ｄ及び図１３Ｅの制限部材１１０は、フランジ６９と制
御プレート９５との間に設けられている。制御プレート９５は、フランジ６９がシャーシ
１２回りに動いているときにフランジ６９の外広がり制御を可能にするよう構成されてい
る。制御プレート９５は、前側パネル５８に対する後側パネル６０の外広がりを阻止し又
は減少する外広がり制御をもたらす。外広がり制御をもたらすことにより、光ファイバ機
器引出し２０とシャーシ１２との間の安定性を一層高めることができる。図１３Ｈ～図１
３Ｌは、制御プレート９５の実施形態に関する細部を示しており、これらの図について以
下に説明する。
【００４７】
　図１３Ｈ及び図１３Ｉは、それぞれ、図１３Ｆ及び図１３Ｇの光ファイバ機器引出し２
０及び傾き制限部材７２の左側面拡大斜視図及び右側面拡大斜視図である。図１３Ｈ及び
図１３Ｉは、制御プレート９５を後側パネル６０に取り付けられたフランジ６９にどのよ
うにして取り付けることができるかの一例を示している。図１３Ｈは、制御プレート９５
と制限部材１１０及びフランジ６９の関係を容易にする視認できるよう制御プレート９５
を輪郭の形態で示している。図１３Ｉは、この実施形態において制御プレート９５をフラ
ンジ６９にどのようにして取り付けることができるかを示している。この実施形態では、
制御プレート９５は、制限部材１１０が制御プレート９５とフランジ６９との間に設けら
れるようフランジ６９に取り付けられている。制限部材１１０がフランジ６９から外方に
動いた場合、例えば、前側及び後側パネル５８，６０がシャーシ１２回りに動いていると
き、制御プレート９５は、この方向におけるフランジ６９の運動を制限することになる。
この点に関し、制御プレート９５は、後側パネル６０及び前側パネル５８の外広がりを制
御する。フランジ６９は、内向きの方向における制限部材１１０の運動を制限するであろ
う。
【００４８】
　図１３Ｈ及び図１３Ｉに示されているように、制御プレート９５は、この実施形態では
複数個のスタンドオフ受け具９７を有している。スタンドオフ受け具９７は、図１３Ｊに
示されているように制御プレート９５とフランジ６９との間に隙間Ｇ1を生じさせるよう
構成されており、図１３Ｊは、制御プレート９５、制限部材１１０及びフランジ６９を側
面図で示している。制御プレート９５は、この実施形態ではフランジ６９に設けられたオ
リフィス１０１を貫通して設けられた締結具９９によってフランジ６９に固定されている
。これは、図１３Ｋ及び図１３Ｊのそれぞれの右側面拡大斜視図及び左側面拡大斜視図に
更に示されている。図示のように、制御プレート９５は、フランジ６９に取り付けられ、
これらの間には制限部材１１０が設けられている。図１３Ｉに戻ってこれを参照すると、
スタンドオフ受け具９７により提供されるスタンドオフは、制御プレート９５とフランジ
６９との間の隙間Ｇ1を維持し、その結果、制限部材１１０及び前側パネル５８は、自由
に下方に傾斜することができると共に非傾斜形態に戻ることができるようになっている。
隙間Ｇ1は、所望の外広がり制御をもたらすよう制御可能である。例えば、一実施形態で
は、隙間Ｇ1は、０．０６５インチ（１．６５１ｍｍ）であるのが良い。図１３Ｊに示さ
れているように、制限部材１１０の幅Ｗ1は、隙間Ｇ1よりも小さいことが望ましく、した
がって、制限部材１１０は、前側パネル５８を傾斜させたときに自由に回転することがで
きる。例えば、制限部材１１０の幅Ｗ1は、０．０６０インチ（１．５２４ｍｍ）である
のが良い。制御プレート９５は、光ファイバ機器引出し２０に設けられる必要はないこと
に注目されたい。また、スロット９１が制限部材１１０に設けられるかどうかとは無関係
に制御プレート９５を設けることができる。
【００４９】
　光ファイバ機器引出し２０のもう１つの特徴は、各々が１つ又は２つ以上の光ファイバ
モジュール２６を支持するよう構成された１つ又は２つ以上の光ファイバ機器トレー２２
の支持にある。この実施形態では、光ファイバ機器引出し２０の前側パネル５８は、光フ
ァイバ機器トレー２２を支持している。図１４Ａ及び図１４Ｂに示されているように、光
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ファイバ機器引出し２０は、各光ファイバ機器トレー２２を光ファイバ機器引出し２０回
りに別個独立に動かしてこの中に支持されている光ファイバモジュール２６へのアクセス
性を向上させることができるよう構成されている。図１４Ａは、１つの光ファイバ機器ト
レー２２が光ファイバ機器引出し２０から引き抜かれてこの中に納められている光ファイ
バモジュール２６にアクセスできるようになっている光ファイバ機器引出し２０の斜視図
である。図１４Ｂは、図１４Ａの拡大図である。光ファイバ機器トレー２２及び光ファイ
バ機器引出し２０内への保持及びこれからの引き抜き特徴部に関する細部が以下に説明さ
れると共に図１５～図２０に詳細に示されている。
【００５０】
　図１５は、光ファイバ機器引出し２０から取り出された光ファイバ機器トレー２２の正
面側斜視図であり、取付け状態の光ファイバモジュール２６は示されていない。図示のよ
うに、光ファイバ機器トレー２２は、光ファイバモジュール２６（図示せず）を支持した
モジュールレールガイド１２６の形態をした複数個のモジュールガイド１２４を有してい
る。図１６Ａ及び図１６Ｂの右側面及び左側面斜視図に示されているように、光ファイバ
モジュール２６は、この実施形態では側部１２９Ａ，１２９Ｂに設けられたモジュールレ
ール１２８Ａ，１２８Ｂを有している。モジュールレール１２８Ａ，１２８Ｂは、図１７
に示されているように、モジュールレールガイド１２６内に設けられたトレーチャネル１
３０（図１５）中に挿入されるよう構成されている。図１５に示されているように、モジ
ュールレールガイド１２６は、少なくとも１つの中間モジュールレールガイド１２６′が
光ファイバ機器トレー２２内に設けられる場合、列をなして配置される。光ファイバモジ
ュール２６を光ファイバ機器トレー２２の前側端部１３２か後側端部１３４のいずれかに
向かって光ファイバ機器トレー２２内のモジュールレールガイド１２６，１２６′内で別
個独立に動かすことができる。支持部材１３５も又、モジュールレールガイド１２６，１
２６′内に且つこれらの間に設けられた光ファイバモジュール２６の重量を支えるよう光
ファイバ機器トレー２２内に設けられるのが良い。モジュールレールガイド１２６，１２
６′を以下ひとまとめに要素１２６と称する。
【００５１】
　図１５の光ファイバ機器トレー２２内では、４つのモジュールレールガイド１２６がこ
れら相互間に最大４つの光ファイバモジュール２６を支持するよう設けられていることに
注目されたい。モジュールレールガイド１２６は、トレーチャネル１３０が図１８に示さ
れているように光ファイバ機器トレー２２の前側端部１３２と後側端部１３４の両方で開
口するよう構成されている。これにより、光ファイバモジュール２６を光ファイバ機器ト
レー２２中に前側端部１３２から前方設置可能であるか後側端部１３４から後方設置可能
であるかのいずれかであるようにすることができ、光ファイバ機器引出し２０及びシャー
シ１２の前側か後側かのいずれかから設置可能であるようにすることができる。前方設置
可能か後方設置可能かのいずれかの光ファイバモジュール２６の能力を提供することは、
技術者が光ファイバモジュール２６を光ファイバ機器引出し２０内に容易に設置してこれ
との光ファイバ接続を効率的且つ都合良く行うことができるようにするうえで有利な場合
がある。例えば、光ファイバモジュール２６をモジュールレールガイド１２６内の光ファ
イバ機器トレー２２の後側端部１３４内に挿入し、モジュールレールガイド１２６内で前
方に押すことができ、ついには、光ファイバモジュール２６が各光ファイバ機器トレー２
２の前側端部１３２に達するようになる。解除が働かない場合、光ファイバモジュール２
６が光ファイバ機器トレー２２の前側端部１３２を越えて延びるのを阻止するためにロッ
ク特徴部を設けるのが良い。このようにすると、光ファイバモジュール２６を光ファイバ
機器引出し２０及びシャーシ１２の後側から設置することができるが、光ファイバ機器ト
レー２２の前側端部１３２から引き出して取り外すことも可能である。
【００５２】
　図１５及び図１７に示されているように、光ファイバ機器トレー２２は、トレーレール
１３６を更に有している。トレーレール１３６は、光ファイバ機器引出し２０（図６）内
に設けられたトレーガイド７４内に受け入れられるよう構成されており、それにより光フ
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ァイバ機器トレー２２を保持してこれが光ファイバ機器引出し２０回りに動くことができ
るようになっている。光ファイバ機器トレー２２をこれらのトレーレール１３６がトレー
ガイド７４内で動くことにより光ファイバ機器引出し２０に出し入れすることができる。
このように、光ファイバ機器トレー２２は、光ファイバ機器引出し２０内でトレーガイド
７４回りに別個独立に動くことができる。以下、トレーレール１３６及び光ファイバ機器
引出し２０内のトレーガイド７４へのこれらの結合の細部につき図１９Ａ～図２１を参照
して説明する。
【００５３】
　引き続き図１５及び図１７を参照すると、光ファイバ機器トレー２２は、延長部材１３
８を更に有するのが良い。引き回しガイド１５０が都合良く延長部材１３８に設けられる
のが良く、それにより光ファイバモジュール２７（図１７）内に設けられた光ファイバア
ダプタ１５２に接続されている光ファイバ又は光ファイバケーブルの引き回しが可能であ
る。光ファイバ機器トレー２２の端部のところに設けられた引き回しガイド１５０′は、
光ファイバ又は光ファイバケーブルを光ファイバ機器トレー２２の側部に対して直角をな
して引き回すようトレーレール１３６に対して角度をなすのが良い。光ファイバ機器トレ
ー２２を光ファイバ機器引出し２０から容易に引き抜いたり押し込めたりすることができ
るようにする手段を提供するよう引きタブ１５４もまた延長部材１３８に連結されるのが
良い。
【００５４】
　図１６Ａ及び図１６Ｂは、光ファイバ機器引出し２０内に光ファイバ接続部をもたらす
よう光ファイバ機器トレー２２内に支持できる光ファイバモジュール２６の一例を示して
いる。図１６Ａは、光ファイバモジュール２６の右側面斜視図である。図１６Ｂは、光フ
ァイバモジュール２６の左側面斜視図である。図示のように、光ファイバモジュール２６
は、光ファイバモジュール２６の前側端部１５６に設けられた多数の光ファイバアダプタ
１５２で構成されている。この例では、光ファイバアダプタ１５２は、デュプレックスＬ
Ｃ型光ファイバコネクタを受け入れる。しかしながら、光ファイバモジュール２６に所望
の任意の光ファイバ接続形式を設けることができる。別の光ファイバアダプタ１５８が光
ファイバモジュール２６の後側端部１６０に設けられている。この例では、光ファイバア
ダプタ１５８は、多数本の光ファイバ（例えば、１２本の光ファイバ）への接続を可能に
するよう構成された多心ＭＴＰ型光ファイバアダプタである。光ファイバモジュール２６
は又、光ファイバモジュール２６の前側端部１５６に設けられた光ファイバアダプタ１５
２と光ファイバモジュール２６の後側端部１６０に設けられた光ファイバアダプタ１５８
との間の極性を管理することができる。
【００５５】
　モジュールレール１２８Ａ，１２８Ｂが光ファイバモジュール２６の各側部１２９Ａ，
１２９Ｂに設けられている。モジュールレール１２８Ａ，１２８Ｂは、上述されると共に
図１７に示されているように、光ファイバ機器トレー２２内のモジュールレールガイド１
２６内に挿入されるよう構成されている。このように、光ファイバモジュール２６を光フ
ァイバ機器トレー２２内に設置することが望ましい場合、光ファイバモジュール２６の前
側端部１５６を光ファイバ機器トレー２２の前側端部１３２か後側端部１３４かのいずれ
かから挿入することができる。例えば、光ファイバモジュール２６のモジュールレール１
２８Ａ，１２８Ｂの前側端部１５６を光ファイバ機器トレー２２の後側端部１３４から始
めてモジュールレールガイド１２６内に挿入することができる。このように、光ファイバ
モジュール２６を光ファイバ機器トレー２２及び光ファイバ機器引出し２０内に後方設置
することができる。次に、光ファイバモジュール２６をモジュールレールガイド１２６内
で前方に押すのが良く、ついには、光ファイバモジュール２６は、光ファイバ機器トレー
２２の前側端部１３２に達するようになる。このように、技術者は、光ファイバモジュー
ル２６の後側端部１６０に設けられている光ファイバアダプタ１５８への光ファイバ接続
を行ない、次に、光ファイバモジュール２６を光ファイバ機器引出し２０の後側から光フ
ァイバ機器トレー２２内に設置することができる。
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【００５６】
　図１８は、光ファイバ機器トレー２２内に設置された光ファイバモジュール２６及びこ
れらの中に設けられているモジュールレールガイド１２６の背面側斜視図である。図示の
ように、光ファイバモジュール２６をモジュールレールガイド１２６のトレーチャネル１
３０内に光ファイバ機器トレー２２の後側端部１３４から設置すると、光ファイバモジュ
ール２６のモジュールレールガイド１２８Ａ，１２８Ｂを前側端部１３２に向かって動か
すのが良く、ついには、光ファイバモジュール２６は、前側端部１３２に設けられている
停止又はロック特徴部に達するようになる。ラッチ１６６（図１６Ａ及び図１６Ｂ）の形
態をしたロック特徴部がモジュールレールガイド１２６のトレーチャネル１３０内に設け
られた相補戻止めに係合する。ラッチ１６６は、内方に付勢されて光ファイバモジュール
２６をモジュールレールガイド１２６内に設置することができるが、ラッチ１６６が外れ
るまで後側端部又は区分１３４に向かって引き戻すことはできない。
【００５７】
　光ファイバモジュール２６を光ファイバ機器トレー２２から取り外すことが望ましい場
合、光ファイバモジュール２６を光ファイバ機器トレー２２の前側端部１３２か後側端部
１３４かのいずれかから取り外すのが良い。光ファイバモジュール２６を光ファイバキー
トレー２２の後側端部１３２から取り外すため、レバー１６８（図１６Ａ及び図１６Ｂ）
を光ファイバモジュール２６に向かって内方に押してラッチ１６６をモジュールレールガ
イド１２６から解除することによってラッチ１６６を外す。レバー１６８を光ファイバモ
ジュール２６に向かって内方に押しやすくするため、レバー１６８に隣接してフィンガフ
ック１７０が設けられ、したがって、レバー１６８をフィンガフック１７０中に容易に押
し込むことができる。
【００５８】
　光ファイバモジュール２６を光ファイバ機器トレー２２の前側端部１３２に向かって前
方に押すことにより光ファイバモジュール２６を光ファイバ機器トレー２２内の定位置に
ロックすることができる。図１７に示されているように、前側停止部１７１の形態をした
ロック特徴部がモジュールレールガイド１２６内に設けられている。前側停止部１７１は
、光ファイバモジュール２６が前側端部１３２を越えて出るのを阻止する。光ファイバモ
ジュール２６を光ファイバ機器トレー２２から取り外すことが望ましい場合、これ又モジ
ュールレールガイド１２６内に設けられた状態で前側停止部１７１に結合された前側モジ
ュールタブ１７３を下方に押してこれを前側停止部１７１に係合させるのが良い。その結
果、前側停止部１７１は、外方に動いて光ファイバモジュール２６から遠ざかり、その結
果、光ファイバモジュール２２は、前方に引かれるのが妨げられないようになる。光ファ
イバモジュール２６、特にそのモジュールレール１２８Ａ，１２８Ｂ（図１６Ａ及び図１
６Ｂ）をモジュールレールガイド１２６に沿って前方に引っ張ると、光ファイバモジュー
ル２６を光ファイバ機器トレー２２から取り外すことができる。
【００５９】
　上述すると共に図７に示すように、トレーガイド７４は、光ファイバ機器トレー２２を
光ファイバ機器引出し２０内に支持することができるよう光ファイバ機器引出し２０内に
配置されている。具体的に説明すると、図１５に示されているように、光ファイバ機器ト
レー２２に取り付けられ又はその一部として設けられたトレーレール１３６は、光ファイ
バ機器引出し２０が光ファイバ機器トレー２２を支持することができるようトレーガイド
７４によって受け入れられるように構成されている。トレーガイド７４により、光ファイ
バ機器トレー２２を光ファイバ機器引出し２０に出し入れすることができ、それにより、
光ファイバ機器トレー２２によって支持された光ファイバモジュール２６へのアクセス性
が向上する。図１９Ａ及び図１９Ｂは、光ファイバ機器引出し２０内に設けられた例示の
トレーガイド７４に関する細部を示している。
【００６０】
　図１９Ａ及び図１９Ｂは、１‐Ｕ空間当たり最大２本のトレーレール１３６を支持する
よう光ファイバ機器引出し２０内に設けられたトレーガイド７４の左側面側斜視図及び右
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側面側斜視図である。図１９Ｃ及び図１９Ｄは、後で説明すると共に図３３Ａ～図３５を
参照して説明するように、１‐Ｕ空間当たり最大３本のトレーレール１３６を支持するよ
う使用できる別の実施形態としてのトレーガイド７４′の左側面側斜視図及び右側面側斜
視図である。トレーガイド７４，７４′は、同一の特徴を有し、図１９Ａ及び図１９Ｂの
トレーガイド７４に関する以下の説明は、図１９Ｃ及び図１９Ｄのトレーガイド７４′に
同様に当てはまる。トレーガイド７４，７４′の同一の特徴又は要素は、共通の部材番号
で示されており、但し、トレーガイド７４′のかかる特徴には、プライム記号（′）が添
えられていることを除く。
【００６１】
　上述したように、トレーガイド７４は、１つ又は２つ以上の光ファイバモジュール２６
を支持した光ファイバ機器トレー２２を光ファイバ機器引出し２０内に収納するよう構成
されている。トレーガイド７４により、光ファイバ機器トレー２２を図１４Ｂに示されて
いるようにシャーシ１２から引き抜くことができる。引き続き図１９Ａ及び図１９Ｂを参
照すると、この実施形態におけるトレーガイド７４は、ガイドパネル１８０で構成されて
いる。ガイドパネル１８０は、細長い部材１８１で構成されている。ガイドパネル１８０
は、任意所望の材料で構成でき、かかる材料としては、ポリマー又は金属が挙げられるが
、これらには限定されない。ガイドパネル１８０は、図１２に示されているように光ファ
イバ機器引出し２０へのガイドパネル１８０の取付けを容易にする一連の孔１８２を有し
ている。ガイド部材１８４がガイドパネル１８０内に設けられており、これらガイド部材
は、図２０の断面図に示されているように光ファイバ機器トレー２２のトレーレール１３
６を受け入れるよう構成されている。図１９Ａ及び図１９Ｂの実施形態では、３つのガイ
ド部材１８４がガイドパネル１８０内に設けられており、３つの光ファイバ機器トレー２
２の最大３本のトレーレール１３６を受け入れることができるようになっている。しかし
ながら、任意所望の数のガイド部材１８４を設けることができる。この実施形態では、ガ
イド部材１８４は各々、トレーレール１３６を受け入れるよう構成されたガイドチャネル
１８６を有し、これらガイドチャネルにより、トレーレール１３６は、ガイドチャネル１
８６に沿って動くことができ、それにより光ファイバ機器引出し２０回りの光ファイバ機
器トレー２２の並進が可能である。
【００６２】
　板ばね１８８がトレーガイド７４のガイド部材１８４の各々内に設けられており、これ
ら板ばねは各々、ガイド部材１８４内における光ファイバ機器トレー２２の運動中、トレ
ーレール１３６のための停止位置をもたらすよう構成されている。板ばね１８８は、板ば
ね１８８にばね作用を与えるためにガイド部材１８４に設けられた端部１８９相互間に配
置されている。板ばね１８８は各々、停止又は休止位置を提供するようトレーレール１３
６に設けられた戻止め１９２（図２１Ａ及び図２１Ｂ）内に受け入れられるよう構成され
た突起１９０を有している。トレーレール１３６は、トレーレール１３６を光ファイバ機
器トレー２２に取り付けるために用いられる取付けプラットホーム１９４を有している。
トレーガイド７４に停止位置を設けて光ファイバ機器トレー２２が光ファイバ機器引出し
２０に出し入れされたときに停止位置を有することができるようにすることが望ましい場
合がある。停止位置は、技術者に課される要件として或る特定の力を及ぼして光ファイバ
機器トレー２２をガイドパネル１８０回りに引き又は押し、その結果、光ファイバ機器ト
レー２２は、引かれておらず又は押されていないときには定位置に保持されるようになる
。しかしながら、この力は、所望の場合、特に光ファイバ機器トレー２２を技術者の上方
に配置する場合、技術者は、光ファイバ機器トレー２２をガイドパネル１８０内に容易に
押し込んだりガイドパネル１８０から容易に引き抜いたりすることができるよう設定され
るのが良い。この点に関し、一例を挙げると、トレーレール１３６の２つの戻止め１９２
は、任意所与の時点でトレーガイド７４の２つの突起１９０を受け入れる。光ファイバ機
器トレー２２を第１の停止位置で光ファイバ機器引出し２０内に完全に引っ込めると、ト
レーレール１３６の２つの戻止め１９２は、ガイドチャネル１８６の後側端部１９６に隣
接して位置する１つの突起１９０及びガイドチャネル１８６の後側端部１９６と前側端部
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１９８との間に設けられている中間突起と嵌合する。光ファイバ機器トレー２２が光ファ
イバ機器引出し２０から引き抜かれると、トレーレール１３６の２つの戻止め１９２は、
ガイドチャネル１８６の前側端部１９８に隣接して位置する１つの突起１９０及びガイド
チャネル１８６の後側端部１９６と前側端部１９８との間に設けられた中間突起１９０と
嵌合する。この実施形態における板ばね１８８の突起１９０とトレーレール１３６の戻止
め１９２の嵌合によって提供される停止又は休止位置は、ガイドパネル１８０に加えられ
た力が停止位置を克服してガイド部材１８４内に設けられた光ファイバ機器トレー２２の
トレーレール１３６を並進させることを要件とするように設けられている。
【００６３】
　この実施形態では、各板ばね１８８は、板ばね１８８の突起１９０が全部で４ポンド（
１．８１ｋｇ）の引張り力でトレーレール１３６内に設けられている戻止め１９２に打ち
勝つことができるよう約２ポンド（０．９１ｋｇ）の引張り力を必要とするように設計さ
れている（即ち、トレーレール１３６の２つの戻止め１９２が２つの板ばね１８８の２つ
の突起１９０と嵌合している）。突起１９０と戻止め１９２の嵌合状態に打ち勝つのに必
要な引張り力は、任意所望の引張り力であるよう設定可能である。例えば、突起１９０と
戻止め１９２の係合状態に打ち勝つのに必要な引張り力は、光ファイバコネクタを光ファ
イバ機器トレー２２によって支持された光ファイバモジュール２６に係合させ又はこれか
ら係合解除するのに必要な引張り力よりも大きいように設計されるのが良い。しかしなが
ら、突起１９０と戻止め１９２の係合関係に打ち勝つのに必要な引張り力は、光ファイバ
機器引出し２０をシャーシ１２（図８Ａ及び図８Ｂ）から引き抜くときにランス８８に当
たらないようにするのに必要な引張り力よりも小さいように設定されるのが良い。板ばね
１８８は、この実施形態では、各々が同一の力をもたらすよう設計されているが、いつで
もそうである必要はない。さらに、ガイドパネル１８０及びトレーレール１３６は、少な
い停止位置をもたらすよう設計されても良く、或いは、１つの突起１９０が各停止又は休
止位置において１つの戻止め１９２と嵌合するようにしただけであっても良い。
【００６４】
　トレーレール１３６が停止位置にあるとき、２つの板ばね１８８に設けられた２つの突
起１９０は、上述したようにトレーレール１３６の２つの突起に係合する。この実施形態
では、トレーレール１３６が停止位置にあるとき、板ばね１８８及びこれらの突起１９０
並びにトレーレール１３６の相補戻止め１９２は、戻止め１９２が力を突起１９０に及ぼ
すことがないように協働的に設計されている。板ばね１８８は、トレーレール１３６が停
止位置にあるとき、応力を受けない状態にある。これは、板ばね１８８が例えばポリマー
材料のような材料で構成されている場合、クリープが経時的に起こる場合があり、経時的
な板ばね１８８の有効性が低下するので有利な場合がある。しかしながら、この特徴は、
この設計にとって必要条件ではない。
【００６５】
　トレーレール１３６をガイドチャネル１８６内で引いているとき、トレー１３６に設け
られ、図２１Ａ及び図２１Ｂに示された突起２００は、図１９Ａに示されているように板
ばね１８８相互間に設けられた移行部材２０２を乗り越えるよう付勢される。突起２００
は、図２１Ａ及び図２１Ｂに示されているようにトレーレール１３６内に配置されている
板ばね２０４に設けられている。移行部材２０２は、光ファイバ機器トレー２２がガイド
チャネル１８６内で並進されているときに突起２００が移行部材２０２を乗り越えること
ができるようにする傾斜面２０５を有している。突起２００が移行部材２０２を収容する
と、突起２００に及ぼされた力により、板ばね２０４は、内方に曲がって突起２００が移
行部材２０２を乗り越えることができる。トレーレール１３６及び光ファイバ機器トレー
２２がガイドチャネル１８６の前側端部１９８及び後側端部１９６を越えて引き出される
のを阻止するため、停止部材２０６がガイドチャネル１８６の前側端部１９８及び後側端
部１９６のところに設けられている。停止部材２０６は、傾斜面を備えておらず、トレー
レール１３６の突起２００は、停止部材２０６に当接し、停止部材２０６を越えてガイド
チャネル１８６の前側端部１９８の外部に出るのが阻止される。
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【００６６】
　光ファイバ機器引出し２０、光ファイバ機器トレー２２及び光ファイバモジュール２６
を上述したからには、次に、光ファイバ機器１０に組み込み可能な他の特徴について説明
する。例えば、図２２は、オプションとしての後側カバー２２０を受け入れるよう構成さ
れた図１の光ファイバ機器１０及びシャーシ１２の背面側斜視図である。後側カバー２２
０は、シャーシ１２の後側領域２２２内に設けられた分岐ケーブル（図示せず）を保護す
るために採用される場合がある。図２２に示されているように、多数の孔２２４がシャー
シ１２の後側領域２２２の隆起領域２２６に設けられるのが良く、これら孔は、シャーシ
１２に入る幹線ケーブル（図示せず）の固定用分岐部を支持するようになっている。幹線
ケーブルは、光ファイバ機器引出し２０内に設けられている光ファイバモジュール２６と
の光ファイバ接続関係を確立するようシャーシ１２まで延びている。後側カバー２２０は
、オーバーラップ部材２２８を有し、これらオーバーラップ部材は、図２３に示されてい
るように前側シャーシカバー２４の後側カバー端部２３０内に受け入れられてシャーシ１
２に固定されるよう構成されている。後側カバー２２０は、隆起領域２２６に接続された
分岐部を保護することができる。後側カバー２３０を前側シャーシカバー２４に固定する
ため、後側カバー２３０は、後側カバー２３０の後側パネル２３４内にプランジャ２３２
又は他の締結器具を更に有するのが良い。プランジャ２３２は、シャーシ１２の後側領域
２２２に設けられているフラップ２３８内に配置されているプランジャ受け具２３６に係
合して後側カバー２２０を前側シャーシカバー２４及びシャーシ１２に固定するようにな
っている。
【００６７】
　本明細書において説明する実施形態は、上述の光ファイバ機器引出し２０には限定され
ない。光ファイバ引出し２０の特徴の幾つか又は全ては、光ファイバモジュールを支持す
ると共にこれにアクセスするために他の引出し、シャーシ又は他の光ファイバ機器に組み
込み可能である。例えば、図２４～図３２Ｂは、各々が１つ又は２つ以上の光ファイバモ
ジュールを支持するよう構成された１つ又は２つ以上の光ファイバ機器トレーを支持する
よう構成されている光ファイバ機器引出しを含む光ファイバ機器の変形実施形態を示して
いる。この点に関し、図２４は、別の例示の光ファイバ機器３１０を示している。例示の
光ファイバ機器３１０は、ケーブル間光ファイバ接続部を支持するとともに複数個の光フ
ァイバケーブル接続部を管理するようデータ配信センタ又は中央局のところに設けられる
のが良い。光ファイバ機器３１０は、光ファイバ機器シャーシ３１２（以下、単に「シャ
ーシ３１２」という場合がある）を有する。シャーシ３１２は、所望ならば光ファイバ機
器ラック、例えば上述すると共に図１に示されている光ファイバ機器ラック１４内に設置
されるよう構成されている。図２４に示されているシャーシ３１２は、１Ｕ‐サイズのも
のであるが、所望の任意他のＵ‐サイズであるよう設計可能であり、“Ｕ”は、高さ１．
７５インチ（４．４５ｃｍ）又は所望の任意他の高さの標準に等しい。
【００６８】
　図２４に示されると共に本明細書において以下に詳細に説明するように、シャーシ３１
２は、１つ又は２つ以上の引き出し可能な光ファイバ機器トレー３２２を支持した光ファ
イバ機器引出し３２０を有している。光ファイバ機器トレー３２２は、１つ又は２つ以上
の光ファイバモジュール（図示せず）を支持するよう構成されている。光ファイバ機器ト
レー３２２は、この実施形態では、上述すると共に図１４Ａ～図１５及び図１７に示され
ている光ファイバ機器トレー２２と同一又は本質的に同一である。光ファイバ機器トレー
３２２によって支持された光ファイバモジュールは、上述すると共に図１６Ａ及び図１６
Ｂに示されている光ファイバモジュール２６と同一又は本質的に同一であるのが良い。光
ファイバ機器トレー３２２を動かして光ファイバ機器引出し３２０から引き出したり光フ
ァイバ機器引出し３２０内に戻したりすることができる。任意個数の光ファイバ機器トレ
ー３２２を設けることができる。任意個数の光ファイバモジュールは、光ファイバ機器ト
レー３２２によって支持可能である。光ファイバ機器トレー３２２は、図２４では、シャ
ーシ３１２の一部として光ファイバ機器引出し３２０の前に配置された前側シャーシカバ



(28) JP 2012-527654 A 2012.11.8

10

20

30

40

50

ー３２４によって隠れて見えない。ラッチオリフィス３５１が前側シャーシカバー３２４
に設けられ、この実施形態では以下に詳細に説明するように引出しドア３２８を前側シャ
ーシカバー３２４にロックするよう押しボタン３５０を採用した引出しドアロック機構体
を支持するようになっている。光ファイバ機器引出し３２０は、光ファイバ機器トレー３
２２及びこれらの中に支持されている光ファイバモジュールにアクセスするためにシャー
シ３１２から引き出し可能である。
【００６９】
　図２４の光ファイバ機器３１０の例では、２つの光ファイバ機器トレー３２２は、光フ
ァイバ機器引出し３２０によって支持され、各光ファイバ機器トレー３２２は、４つの光
ファイバモジュール２６を支持している。各光ファイバモジュールは、任意の数の光ファ
イバ接続部を支持することができる。光ファイバ機器トレー３２２内に収容される光ファ
イバモジュールが１２個の光ファイバ接続部を支持する場合、全部で最大９６個の光ファ
イバ接続部を光ファイバ機器引出し３２０によって提供することができるが、光ファイバ
機器引出し３２０は、この密度に限定されるわけではない。
【００７０】
　図２５Ａ及び図２５Ｂは、図２４の光ファイバ機器３１０及び光ファイバ機器引出し３
２０の或る特定の性能及び特徴の概要を示すために提供されている。本明細書においてこ
れら性能及び特徴の実施形態につき詳細に説明する。図２５Ａは、シャーシ３１２及び光
ファイバ機器引出し３２０の正面側斜視図である。図２５Ｂは、シャーシ３１２及び光フ
ァイバ機器引出し３２０の側面図である。図２５Ａに示されているように、前側シャーシ
カバー３２４及び後側シャーシカバー３２５（図２４）がシャーシ３１２から取り外され
ており、その結果、光ファイバ機器引出し３２０内の光ファイバ機器トレー３２２によっ
て支持された光ファイバモジュールが見えている。光ファイバ機器引出し３２０をシャー
シ３１２から引き出すと、光ファイバ機器トレー３２２内に設置されている光ファイバモ
ジュールをシャーシ３１２から引き出して光ファイバモジュール及びこれらの中の支持さ
れている光ファイバ接続部にアクセスすることができる。図２５Ａ及び図２５Ｂに示され
ているように、光ファイバ機器引出し３２０は、シャーシ３１２から完全に引き抜かれ又
は引き出され、下方に傾けられている。光ファイバ機器引出し３２０を下方に傾けると、
図２５Ａ及び図２５Ｂに示されているように、所望に応じて光ファイバ機器引出し２０内
に設置されている光ファイバモジュール２６を下方に傾けることができる。下方への光フ
ァイバ機器引出し３２０の傾斜は、光ファイバ機器引出し３２０が光ファイバ機器ラック
内の高い位置に設けられている場合に特に有用なことがある。アクセスすべき所望の光フ
ァイバモジュールは、所望ならば、光ファイバモジュールを支持した光ファイバ機器トレ
ー３２２を光ファイバ機器引出し３２０から引き抜くことによってアクセス性を向上させ
るよう一段と引き出し可能である。
【００７１】
　以下に詳細に説明するように、各光ファイバ機器トレー３２２は又、一例として図２Ａ
及び図２Ｂに記載されている引出しと同様、光ファイバ機器引出し３２０をシャーシ３１
２から引き出そうと引き出さまいと或いは下方に傾けようと傾けまいといずれにせよ、光
ファイバ機器引出し２０３から別個独立に並進可能である。このようにすると、光ファイ
バ機器トレー３２２内に設けられている光ファイバモジュールへのアクセス性を向上させ
ることができる。アクセスは、一例として光ファイバモジュール及びこの中に設けられて
いる光ファイバ接続部の設置、構成、再構成、再設置及び取出しを含む。さらに、この実
施形態における光ファイバ機器トレー３２２内に設置されている各光ファイバモジュール
を所望ならば次のアクセスのために所与の光ファイバ機器トレー３２２内の他の光ファイ
バモジュールから別個独立に並進させ又は取り外すことができる。
【００７２】
　次に、一例として図２４の光ファイバ機器３１０及び光ファイバ機器引出し３２０の種
々の性能及び特徴を詳細に説明するために図２６～図３２Ｂを参照する。
【００７３】
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　図２６は、図２４の光ファイバ機器３１０及び光ファイバ機器引出し３２０の正面側斜
視図であり、光ファイバ機器引出し３２０がシャーシ３１２内に完全に引っ込められてい
る。前側シャーシカバー３２４及び後側シャーシカバー３２５は、光ファイバ機器引出し
３２０のコンポーネント及びこの中に設けられているコンポーネントの説明を容易にする
ために取り外されている。光ファイバ機器引出し３２０は、この実施形態では、引出しド
ア３２８を有している。引出しドア３２８は、光ファイバ機器トレー３２２へのアクセス
性を制御する。引出しドア３２８は、例えば光ファイバ機器引出し３２０内に作られてい
る光ファイバ接続部を識別するようラベルホルダ３９２に設けることができるラベル表示
を更に有するのが良い。引出しドア３２８は、図２６では開かれた状態で示されている。
光ファイバ機器トレー３２２が図２６に示されているように光ファイバ機器引出し３２０
内に完全に引っ込められると、引出しドア３２８を閉じてシャーシ３１２にロックするこ
とができ、それにより光ファイバ機器トレー３２２へのアクセスが閉ざされる。この実施
形態では、引出しドア３２８は、引出しドア３２８を開くと、図２６に示されているよう
に、光ファイバ機器引出し３２０に取り付けられた状態に保持される。
【００７４】
　引出しドア３２８をこの実施形態ではシャーシ３１２に対して閉じた状態に保持するた
め、引出しドアロック機構体３４０が設けられている。引出しドアロック機構体３４０は
、上述すると共に図３～図５に示されている引出しドアロック機構体３４０とほぼ同じで
ある。引出しドアロック機構体３４０は、引出しドア３２８をシャーシ３１２に対し、特
に前側シャーシカバー３２４に対して閉じた状態に解除自在に保持するよう構成されてい
る。図２６に示されているように、２つの引出しドアロック機構体３４０が、１つは引出
しドア２８の左側端部３４２のために、もう１つは右側端部３４４のために設けられてい
る。この実施形態では、引出しドアロック機構体３４０は、上述すると共に図５に示され
ている押しボタンラッチ３４と同一又は類似の押しボタンラッチ３４６で構成されている
。押しボタンラッチ３４６は、引出しドア３２８を閉鎖状態に保持するようラッチ３４８
を前側シャーシカバー３２４内に設けられたラッチオリフィス３５１（図２４）に係合さ
せるよう構成されている。押しボタンラッチ３４６は各々、引出しドア３２８内に設けら
れ、この実施形態では、図２６に示されているように１つが左側端部３４２に設けられ、
もう１つが右側端部３４４に設けられている。２つのラッチオリフィス３５１（図２４）
が前側シャーシカバー３２４に設けられ、これらラッチオリフィスは、ラッチ３４８を受
け入れて引出しドア３２８をロックするよう構成されている。押しボタンラッチ３４６は
、この実施形態では、力が押しボタン３５０に加えなければ、引出しドア３２８を閉じた
ときにラッチ３４８が上方に付勢されてラッチ３４８がラッチオリフィス３５１と嵌合状
態に保持されるようばね押しされている。
【００７５】
　光ファイバ機器トレー３２２の１つ又は２つ以上引き抜くことが望ましい場合、引出し
ドア３２８を前側シャーシカバー３２４からロック解除して開くのが良い。押しボタン３
５０は、上述すると共に図３～図５に示されている押しボタン５０と同様、下向きの力を
押しボタン３５０に加えたときにラッチ３４８を下方に動かして押しボタンラッチ３４６
のばね押し力に打ち勝つよう構成されている。押しボタン３５０を下方に押すと、ラッチ
３４８は、前側シャーシカバー３２４のラッチオリフィス３５１から離脱して引出しドア
３２８をロック解除する。すると、引出しドア３２８を前側シャーシカバー３２４から開
くことができる。引出しドア３２８は、開かれると、ヒンジ３３２回りに下方に揺動する
ことができる。
【００７６】
　上述したように、光ファイバ機器３１０内の光ファイバ機器引出し３２０は、光ファイ
バ機器トレー３２２及び／又はこれらの中に収納されている光ファイバモジュール３２６
へのアクセス性を向上させるようシャーシ３１２から引き抜かれるよう構成されている。
この点に関し、図２７Ａは、図２４の光ファイバ機器３１０及び光ファイバ機器引出し３
２０の正面側斜視図であり、引出しドア３２８が開かれて下げられると共に光ファイバ機
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器３２０がシャーシ３１２から引き出されている。光ファイバ機器引出し３２０及びその
種々の特徴及びコンポーネントを更に示すため、光ファイバ機器引出し３２０の斜視図が
図２７Ｂに示されている。光ファイバ機器引出し３２０は、幾つかの特徴を提供するよう
構成されており、これら特徴の幾つか又は全てを提供することができる。この実施形態で
は、光ファイバ機器引出し３２０は、後側パネル３６０に取り付けられた前側パネル３５
８を有している。前側パネル３５８及び後側パネル３６０は、板金又は所望の任意他の形
式若しくは種類の材料で構成可能である。前側パネル３５８は、上述すると共に図２７Ａ
に示されているように、１つ又は２つ以上の光ファイバ機器トレー３２２及び光ファイバ
機器トレー３２２内に設けられている光ファイバモジュールを支持するよう構成されてい
る。
【００７７】
　引き続き図２７Ｂを参照すると、光ファイバ機器引出し３２０は、前側パネル３５８内
に収納された２つの引出し保持部材３６２を有している。２つの引出し保持部材３６２は
、図２８に示されているように前側パネル３５８の底側部３６３に設けられている。引出
し保持部材３６２は、光ファイバ機器引出し３２０をシャーシ３１２から解除するまで光
ファイバ機器引出し３２０をシャーシ３１２内に解除可能に保持するよう構成されている
。引出し保持部材３６２が解除されると、光ファイバ機器引出し３２０をシャーシ３１２
から引き抜くことができる。
【００７８】
　この実施形態では、引出し保持部材３６２は、エルボ形ラッチ３６４の形態で設けられ
ている。エルボ形ラッチ３６４は、この実施形態では、２つのエルボ区分３６４Ａ，３６
４Ｂを有している。一方のエルボ形ラッチ３６４が図２８に示されており、その理由は、
光ファイバ機器引出し３２０の左側端部３４２だけが示されているからである。しかしな
がら、別の引出し保持部材３６２及びエルボ形ラッチ３６４が光ファイバ機器引出し３２
０の右側端部３４４のところに位置した前側パネル３５８の底側部３６３にも設けられて
いることに注目されたい。エルボ形ラッチ３６４は、後方付勢ラッチ係合部材３６８（図
２７Ｂ）と整列してこれに当たるよう構成されており、これら後方付勢ラッチ係合部材は
、シャーシ３１２内に引っ込められたときに光ファイバ機器引出し３２０を保持するよう
シャーシ３１２内に設けられている。この点に関し、各エルボ形ラッチ３６４のエルボ区
分３６４Ａは、ラッチ係合部材３６８（図２７Ａ）の後方側部３８６に設けられ、光ファ
イバ機器引出し３２０をシャーシ３１２内に保持するようラッチ係合部材３６８に当たる
よう構成される。引出し保持部材３６２を解除すると、エルボ形ラッチ３６４は、内方に
引かれてラッチ係合部材３６８とエルボ形区分３６４Ａの衝突を回避して各エルボ形ラッ
チ３６４のエルボ区分３６４が妨げられない状態でラッチ係合部材３６８を通過してラッ
チ係合部材３６８（図２７Ａ）の前方側部３９０内に入り、それにより光ファイバ機器引
出し３２０をシャーシ３１２から引き抜くことができるようになっている。
【００７９】
　図２８～図２９Ｂは、引出し保持部材３６２に関する細部を示している。図２８は、光
ファイバ機器引出し３２０の前側パネル３５８の底側部３６３のところに位置した左側端
部３４２に設けられている引出し保持部材３６２を示している。図２９Ａ及び図２９Ｂは
、光ファイバ機器引出し３２０の前側パネル３５８の底側部３６３の右側端部３４４に設
けられるよう設計された引出し保持部材３６２を単独で取り出して示す斜視図である。図
２８に示されているように、引出し保持部材３６２は、引出し用引き解除具３６９を有し
ている。引出し用引き解除具３６９は、エルボ形ラッチ３６４に機械的に結合されている
。引出し用引き解除具３６９を引くと、エルボ区分３６４Ａ，３６４Ｂは、引出し保持部
材３６２の２つの互いに平行な又は実質的に平行なプレート部材３７３の外縁部３７１に
向かって内方に畳まれる。エルボ形ラッチ３６４に連結されると共にプレート部材３７３
に設けられたスロット３７７内に設けられているピン３７５が引出し用引き解除具３６９
の引き距離を制限し、エルボラッチ３６４の畳み距離を制限する。エルボ形ラッチ３６４
は、この実施形態では、エルボ形ラッチ３６４がプレート部材３７３から外部に自由に出
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たりその内部に自由に引っ込んだりすることができるようプレート部材３７３相互間に設
けられている。エルボ形ラッチ３６４が畳まれると、各エルボ形ラッチ３６４のエルボ区
分３６４Ａは、ラッチ係合部材３６２との衝突を避けることができ、それにより光ファイ
バ機器引出し３２０をシャーシ３１２から解除することができる。この実施形態では、２
つの引出し保持部材３６２が光ファイバ機器引出し３２０内に設けられているので、引出
し保持部材３６２の両方の引出し用引き解除具３６９は、光ファイバ機器引出し３２０を
解除するよう引かれる。しかしながら、１つの引出し保持部材３６２を設けて、光ファイ
バ機器引出し３２０をシャーシ３１２から解除するのに引かれるのが必要な引出し用引き
解除具３６９が１つだけであるようにしても良い。
【００８０】
　図２８～図２９Ｂに示されているようにばね３７９も又エルボ形ラッチ３６４に組み込
むことにより、エルボ形ラッチ３６４が拡張位置で外方に付勢される。この実施形態では
、ばね３７９は、エルボ区分３６４Ｂに直列に結合されているが、所望ならばエルボ区分
３６４Ａに直列に結合されても良い。この実施形態では、ばね３７９は、エルボ区分３６
４Ｂとプレート部材３７３に設けられたオリフィス３８１との間に結合されている。図２
８に示されているように、引出し用引き解除具３６９と光ファイバ機器引出し３２０との
間に別のばね３８３を更に結合するのが良い。ばね３８３は、引出し用引き解除具３６９
を内方に付勢し、その結果、引出し用引き解除具３６９に加えられた引き力が解除される
と、引出し用引き解除具３６９は、光ファイバ機器引出し３２０に向かって引っ込んで戻
るようになる。
【００８１】
　光ファイバ機器引出し３２０が引出し保持部材３６２の解除によりシャーシ３１２から
解除された後においては、光ファイバ機器引出し３２０は、シャーシ３１２から自由に引
き抜き可能である。光ファイバ機器引出し３２０をシャーシ３１２内に引っ込めると、光
ファイバ機器引出し３２０をシャーシ３１２内にロックすることができる。光ファイバ機
器引出し３２０を引っ込めると、各エルボ形ラッチ３６４のエルボ区分３６４Ａは、最終
的に、ラッチ係合部材３６８（図２７Ｂ）に接触する。ラッチ係合部材３６８が後方に付
勢されているので、光ファイバ機器引出し３２０がシャーシ３１２内に押し込まれている
ときにおけるラッチ係合部材３６８とエルボ区分３６４Ａとの接触により、エルボ形ラッ
チ３６４は内方に畳まれることになる。しかる後、エルボ区分３６４Ａは、ラッチ係合部
材３６８の後方側部３８６上に設けられて光ファイバ機器引出し３２０をシャーシ３１２
内に保持するようになっている。
【００８２】
　光ファイバ機器引出し３２０に設けることができるもう１つの特徴は、光ファイバ機器
引出し３２０の引き抜き距離を制限する引出し引き抜き制限部材である。図３０Ａ及び図
３０Ｂは、この特徴を示している。図３０Ａは、光ファイバ機器引出し３２０、特に前側
パネル３５８及び後側パネル３６０の拡大斜視図である。後側パネル３６０は、前側パネ
ル３５８が後側パネル３６０に対して平らにされてリンク機構部材３５９により移動経路
ＴＰ′に沿って押し戻されると、移動経路ＴＰ′に沿ってシャーシ３１２内に戻るよう構
成されており、これについては以下に詳細に説明する。前側パネル３５８は、引出し引き
抜き制限部材３６６を見えなくしている。図３０Ｂは、図３０Ａの光ファイバ機器引出し
３２０の斜視図であるが、後側パネル３６０は、説明の目的上取り外されている。図３０
Ｂに示されているように、引出し引き抜き制限部材３６６は、シャーシ３１２のベース３
９１に取り付けられたプレート部材３６７の形態で設けられている。後側パネル３６０の
底側部にしっかりと取り付けられたタブ部材３６１は、後側パネル３６０が移動経路ＴＰ
′に沿って動くと、移動経路ＴＰ′に沿って動く。後側パネル３６０を引き抜いてタブ部
材３６１がプレート部材３６７のキー付き区分３６５に入ると、タブ部材３６１は、プレ
ート部材３６７に当接し、後側パネル３６０がキー付き区分３６５を越えて出るのを阻止
し、前側パネル３５８がシャーシ３１２からそれ以上出るのを阻止する。
【００８３】
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　図３０Ｂ及び図３１Ａ～図３２Ｂは、光ファイバ機器引出し３２０の運動及び傾き機構
体を示している。光ファイバ機器引出し３２０の傾き機構体について詳細に説明する。図
３０Ｂ及び図３１Ａ～図３２Ｂに示されているように、光ファイバ機器トレー３２２は、
光ファイバ機器トレー３２２及びこれらの中に支持されている光ファイバモジュール（図
示せず）へのアクセス性を向上させるようシャーシ３１２に出入りするよう構成されてい
る。図３１Ａ及び図３１Ｂは、前側パネル３５８が傾けられた状態でシャーシ３１２から
引き出された光ファイバ機器引出し３２０の正面側及び背面側斜視図である。この実施形
態では、光ファイバ機器引出し３２０は、図３１Ａ及び図３１Ｂに示されているようにシ
ャーシ３１２のベース３９１内に設けられた２つの引出しレールガイド３９８内に配置さ
れている外側ガイド部材３８９回りにシャーシ３１２に出入りする。２つの相補引出しレ
ール３９２が図３２Ａ及び図３２Ｂに示されているようにリンク機構部材３９４に連結さ
れたヒンジ３９３に固定的に連結されている。リンク機構部材３９４は、光ファイバ機器
引出し３２０の底側部３９５に固定的に取り付けられている。光ファイバ機器引出し３２
０の運動により、力がリンク機構部材３９４に加えられ、これらリンク機構部材は、力を
引出しレール３９２に加え、それにより引出しレール３９２は、図３０Ｂに示されている
ように引出しレールガイド３９８内で動くようになる。リンク機構部材３９４は、光ファ
イバ機器引出し３２０を引っ込めると、図３２Ａに示されているように引出しレールガイ
ド３９８の内側区分３９７に沿って動く下側の内側区分３９６を有する。
【００８４】
　リンク機構部材３９４は、光ファイバ機器引出し３２０をシャーシ３１２内に引っ込め
ると、リンク機構部材３９４が引出しレールガイド３９８の外側ガイド部材３８９に当た
らないよう外側隆起部分３９９を更に有している。引出しレールガイド３９８は、板金又
は他の材料、例えばプラスチックで作られても良く、或いは、金属とプラスチックのハイ
ブリッドであっても良い。例えば、外側ガイド部材３８９は、プラスチックで作られ、引
出しレールガイド３９８の他の部分は、板金で作られても良い。
【００８５】
　図３１Ａ及び図３１Ｂは又、一実施形態としての光ファイバ機器引出し３２０の傾き及
び傾き制限特徴部を示している。上述したように、光ファイバ機器引出し３２０を下方に
傾けることにより、光ファイバ機器引出し３２０内に設けられている光ファイバモジュー
ル及び／又はこれらの光ファイバ接続部へのアクセス性を向上させることができる。図３
１Ａに示されているように、前側パネル３５８は、後側パネル３６０回りに下方に傾斜す
ることができる。後側パネル３６０は、シャーシ３１２に平行な又は実質的に平行な平面
内に差し向けられたままである。光ファイバ機器トレー３２２は、前側パネル３５８内に
設けられているので、前側パネル３５８の傾斜によっても、光ファイバ機器トレー３２２
が傾斜してアクセス可能となる。
【００８６】
　光ファイバ機器引出し３２０は、この実施形態ではヒンジ３９３及び光ファイバ機器引
出し３２０の前側パネル３５８と後側パネル３６０との間に設けられたヒンジ４００を介
して下方に傾斜するよう構成されている。ヒンジ４００は、後側パネル３６０の前側端部
４０２に設けられた巻き部分４０１を前側パネル３５８の後側端部４０４に設けられた巻
き部分４０３と交互に配置することによって形成されている。巻き部分４０１，４０３は
、交互配置されると、これらの間に前側及び後側パネル３５８，３６０の左側端部３７６
から右側端部３７８まで延びるヒンジ４００を形成する。光ファイバ機器引出し３２０を
引き抜いて前側パネル３５８がシャーシ３１２を越えて引き抜かれると、前側パネル３５
８は、ヒンジ４００回りに自由に下方に傾斜することができる。光ファイバ機器引出し３
２０の傾斜角は、図３０Ａに示されているように前側パネル３５８の後側端部４０４とシ
ャーシ３１２の前側端部４０５の衝突によって制御される。
【００８７】
　図３３Ａ～図３５は、上述すると共に光ファイバモジュール２６を支持するよう図示さ
れている同一又は本質的に同一の光ファイバ機器トレー２２を有するのが良い別の実施形
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態としての光ファイバ機器４１０を示している。光ファイバ機器４１０は、この実施形態
では、各々が１つ又は２つ以上の光ファイバモジュール２６を支持した光ファイバ機器ト
レー２２を保持するよう構成された４‐Ｕサイズのシャーシ４１２を有している。シャー
シ４１２によって支持された光ファイバ機器トレー２２及び光ファイバモジュール２６は
、上述したのと同一又は本質的に同一である。シャーシ４１２内に設けられた光ファイバ
機器トレー２２及び光ファイバ機器トレー２２内に設けられた光ファイバモジュール２６
については再び説明する必要はないであろう。図３４Ａは、光ファイバ機器４１０の正面
側斜視図であり、前側カバー４１４がシャーシ４１２内に設けられている光ファイバ機器
トレー２２を示すよう下げられている。シャーシカバー４１６（図３３Ａ及び図３３Ｂ）
がシャーシ４１２に取り付けられ、光ファイバ機器トレー２２及びこの中に納められてい
る光ファイバモジュール（図示せず）を固定するようになっている。図３３Ｂは、図３３
Ａに示された光ファイバ機器４１０の側面図である。図３４は、図３３Ａに示されている
光ファイバ機器４１０を示しているが、シャーシカバー４１６は、シャーシ４１２内に設
けられている光ファイバ機器トレー２２を示すために取り外されている。
【００８８】
　光ファイバモジュール２６は、一例として上述すると共に図１５～図１８に示した光フ
ァイバ機器トレー２２内に支持されるのが良い。光ファイバ機器トレー２２は、一例とし
て上述すると共に図１６Ａ及び図１６Ｂに示した光ファイバモジュール２６と同一又は類
似した光ファイバモジュールを１つ又は２つ以上支持することができる。光ファイバ機器
４１０は、この実施形態では、光ファイバ機器引出しを備えていない。光ファイバ機器ト
レー２２は、この実施形態では、中間光ファイバ機器引出しとは対照的に、シャーシ４１
２によって直接支持されている。図１９Ａ～図２１Ｂに記載したトレーガイド７４，７４
′及びトレーレール１３６は、シャーシ４１２内の光ファイバ機器トレー２２を支持する
ようシャーシ４１２内に用いられるのが良く、それにより、各光ファイバ機器トレー２２
を別個独立にシャーシ４１２から引き出したりこの中に戻したりすることができる。しか
しながら、全部で最大５７６個の光ファイバ接続部（即ち、１２個の光ファイバ機器トレ
ー２２×光ファイバ機器トレー２２一つ当たり４個の光ファイバモジュール２６×光ファ
イバモジュール２６一つ当たり１２個の光ファイバ接続部）の場合、最大１２個の光ファ
イバ機器トレー２２をシャーシ４１２内に設けることができる。図３４に示されているよ
うにシャーシ４１２内に設けられるトレーガイド４１８は、最大１２個の光ファイバ機器
トレー２２を支持することができる。もしそうでなければ、トレーガイド４１８は、図１
９Ａ及び図１９Ｂに示されると共に上述したトレーガイド７４と同一のガイド部材及びト
レーガイド内に位置する光ファイバ機器トレー２２を支持する他の特徴部を有する。
【００８９】
　図３５は、１つの光ファイバ機器トレー２２′がシャーシ４１２から引き出された状態
の光ファイバ機器４１０を示している。光ファイバ機器トレー２２′は、ちょうど図２１
Ａ及び図２１Ｂに示すと共に上述したトレーレール１３６を有し、これらトレーレールは
、図１９Ａ及び図１９Ｂにちょうど示すと共に上述したトレーガイド７４回りに動くよう
になっている。光ファイバ機器トレー２２′をシャーシ４１２から引き出すと、この中に
納められている光ファイバモジュール２６及びこれらの光ファイバ接続部へのアクセス性
を向上させることができる。アクセスが完了すると、引っ込めた状態の光ファイバ機器ト
レー２２′をシャーシ１２及び光ファイバ機器引出し２０についてちょうど上述すると共
に光ファイバ機器トレー２２について示したようにトレーガイド４１０回りにシャーシ４
１２中に押し戻すことができる。
【００９０】
　注目されるように、図３３Ａ～図３５に示された光ファイバ機器４１０は、光ファイバ
機器トレー２２をひとまとめにシャーシ４１２に引き込んだり引き出したりすることがで
きるようにする光ファイバ機器引出しを備えていないが、光ファイバ機器引出しを設ける
ことができることに注目されたい。光ファイバ機器引出しは、上述すると共に図示した光
ファイバ機器引出し２０と同一又はほぼ同一の状態で提供できる。光ファイバ機器引出し
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は、光ファイバ機器引出し２０が上述すると共に図示したようにシャーシ１２内に保持さ
れてこの中に出し入れされるのと同様、シャーシ４１２内に保持されると共にこれに出し
入れされるよう設計可能である。光ファイバ機器４１０内に支持された光ファイバ機器ト
レー２２は、上述すると共に図示した光ファイバ機器引出し内部に設置されるトレーガイ
ド７４と同一又はほぼ同一のトレーガイド内に挿入されると共に支持される。光ファイバ
機器引出しの運動により、光ファイバ機器トレー２２の各々がひとまとまりに動く。上述
すると共に図示した光ファイバ機器引出し２０と同一又はほぼ同一の光ファイバ機器引出
しを設けることは、任意特定のサイズ、配列又は数の光ファイバ機器トレー又は光ファイ
バモジュールには限定されない。
【００９１】
　上記説明及び関連の図面に提供された教示の恩恵を受ける本発明と関連した当業者であ
れば、本明細書において説明した本発明の多くの改造例及び他の実施形態を想到できよう
。これら改造としては、光ファイバ機器、光ファイバ機器引出し、光ファイバ機器引出し
に組み込まれる特徴の数又は形式が挙げられるが、これらには限定されず、かかる特徴と
しては、保持特徴、引き抜き距離特徴、傾き特徴及び／又は傾き制限特徴が挙げられるが
、これらには限定されない。１‐Ｕ、２‐Ｕ及び４‐Ｕサイズを含む（これらには限定さ
れない）任意サイズの機器は、上述の特徴の幾つか又は全てを含むことができ、かかる特
徴としては、本明細書において開示した光ファイバ機器引出し（傾斜可能なタイプと傾斜
できないタイプの両方）、光ファイバ機器トレー及び光ファイバモジュール並びにこれら
の特徴の幾つか又は全てが挙げられるが、これらには限定されない。さらに、改造は、光
ファイバ機器トレーの形式又は光ファイバ機器トレー内に設置される光ファイバモジュー
ルを支持する手段若しくは装置には限定されない。光ファイバモジュールは、任意の光フ
ァイバ接続形式を含むことができ、かかる光ファイバ接続形式としては、光ファイバコネ
クタ及びアダプタ並びに光ファイバ接続の数、密度等が挙げられるが、これらには限定さ
れない。
【００９２】
　「光ファイバケーブル」及び／又は「光ファイバ」という用語は、全ての形式のシング
ルモード及びマルチモード導波路を含み、かかる導波路としては、アップコード付き、色
分け、バッファ付き、リボン付きのものであるのが良く且つ／或いはケーブル内の他の組
織化又は保護構造体、例えば１本又は２本以上の管、抗張力体、ジャケット等を有する１
本又は２本以上の光ファイバが挙げられる。同様に、適当な光ファイバの他の形式として
は、曲げ敏感性光ファイバ又は光信号を伝送するための媒体の任意他の手段が挙げられる
。曲げ敏感性光ファイバの一例は、コーニング・インコーポレイテッド（Corning Incorp
orated）から市販されているClear Curve（登録商標）マルチモードファイバである。
【００９３】
　したがって、実施形態は、開示した特定の実施形態には限定されず、改造例及び他の実
施形態は、添付の特許請求の範囲に記載された本発明の範囲に含まれるものであることは
理解されるべきである。実施形態は、これらが特許請求の範囲に記載された本発明の範囲
及びその均等範囲に属する限り、本発明の改造例及び変形例を包含するものである。特定
の用語を本明細書において採用したが、特定の用語は、本発明を限定する目的ではなく、
一般的且つ説明的な意味でのみ用いられている。
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【手続補正書】
【提出日】平成24年1月25日(2012.1.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光ファイバ装置であって、
　シャーシ回りに動くことができる引出しと、
前記引出し内に設けられ、前記引出し回りに動くことができる少なくとも１つの光ファイ
バ機器トレーを受け入れるよう構成された少なくとも１つのトレーガイドと、
　前記少なくとも１つの光ファイバ機器トレー内に設けられた少なくとも１つのモジュー
ルガイドと、を有し、前記少なくとも１つのモジュールガイドは、前記少なくとも１つの
モジュールガイド回りに動くことができる少なくとも１つの光ファイバモジュールを受け
入れるよう構成されている、
　ことを特徴とする光ファイバ装置。
【請求項２】
　前記引出しは、前記シャーシ回りに傾斜するよう構成されている、
　請求項１記載の光ファイバ装置。
【請求項３】
　前記少なくとも１つの傾斜制限部材に設けられ、前記シャーシ回りの前記引出しの最大
傾斜角度を制限するアングルを更に有する、
　請求項２記載の光ファイバ装置。
【請求項４】
　前記少なくとも１つの傾斜制限部材に設けられ、前記シャーシ回りの前記引出しの前記
傾斜を制限するためにピンを受け入れるよう構成されたスロットを更に有する、
　請求項２又は３記載の光ファイバ装置。
【請求項５】
　前記少なくとも１つの傾斜制限部材は、少なくとも１枚の制御プレートと前記引出しと
の間に配置され、前記少なくとも１枚の制御プレートは、前記少なくとも１つの傾斜制限
部材が前記少なくとも１枚の制御プレートと前記引出しとの間で動いて下方に傾斜するこ
とができるよう少なくとも１つのスタンドオフに取り付けられている、
　請求項２記載の光ファイバ装置。
【請求項６】
　前記少なくとも１つのトレーガイドは、前記シャーシ回りに傾斜するよう構成されてい
る、
　請求項１記載の光ファイバ装置。
【請求項７】
　前記引出しは、後側パネルにヒンジ式に取り付けられた前側パネルで構成され、前記前
側パネルは、前記後側パネル回りに傾斜するよう構成されている、
　請求項１記載の光ファイバ装置。
【請求項８】
　前記引出しに設けられ、前記引出しを前記シャーシ内に解除可能に保持するよう構成さ
れた少なくとも１つの引出し保持部材を更に有し、前記少なくとも１つの引出し保持部材
は、前記引出しに設けられると共に前記シャーシ内に設けられた少なくとも１つの突起に
当たり、前記少なくとも１つのエンボスが前記少なくとも１つの突起から妨害を受けない
ようになるまで前記引出しを前記シャーシ内に保持するよう構成された少なくとも１つの
エンボスで構成されている、



(49) JP 2012-527654 A 2012.11.8

　請求項１記載の光ファイバ装置。
【請求項９】
　前記引出しの底側部に設けられ、前記引出しを前記シャーシ回りに並進させるよう前記
シャーシに設けられている少なくとも１つの引出しガイドに係合するよう構成されている
少なくとも１つの引出しレールを更に有する、
　請求項１記載の光ファイバ装置。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つのモジュールガイドは、前記少なくとも１つの光ファイバモジュー
ルに設けられた少なくとも１つのモジュールレールを受け入れるよう構成された少なくと
も１つのモジュールレールガイドで構成され、前記光ファイバ装置は、前記少なくとも１
つの光ファイバモジュールを前記少なくとも１つの光ファイバ機器トレー内に解除可能に
保持するよう構成された少なくとも１つのモジュールロック部材を更に有する、
　請求項１記載の光ファイバ装置。
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