
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
光コネクタ（１）を接続する光コネクタハウジング（２）を有する引き出し可能なトレイ
（１０）を多段に収納した光接続ユニットであって、
　前記トレイが、前記光コネクタハウジングが搭載された基板部（１４）を備え、
　この基板部が、前記光コネクタハウジングに対する作業用領域（２０）を形成する開口
部（１８）と、前記光コネクタに接続された光ファイバ（３ｃ）が配線される配線領域（
１９）と、配線領域上の載置物が開口部内に落下する方向に移動するのを阻止する落下防
止ストッパ（１６）とを有し、

ことを特徴とする光接続ユニット。
【請求項２】

ことを特徴とする請求項１に記載の光接続ユニット。
【請求項３】
前記落下防止ストッパに、前記光ファイバを識別する識別表示（２４）が設けられている
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　前記光コネクタハウジングが、前記トレイ上に複数段に設けられ、
　前記光ファイバに、識別表示用の札（６）が紐（７）を介して取り付けられ、
　前記配線領域が、前記開口部より前記引き出し方向側に設けられ、前記札が載置される
札載置部（２１）とされ、
　前記落下防止ストッパが、前記光コネクタハウジングに対向する位置を避けて形成され
ている

前記落下防止ストッパは複数形成され、隣り合う落下防止ストッパの間隔が、前記札の最
小径より小さい



ことを特徴とする請求項１または２に記載の光接続ユニット。
【請求項４】

【請求項５】

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、光配線盤や光接続箱等の光接続ユニットに関し、特に引き出し式のトレイを有
する光接続ユニットに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、光コネクタ、融着接続部、多心単心分岐部、接続余長等を複数のトレイに整理して
コンパクトに収納する光接続ユニットが知られている（例えば、特許文献１参照。）。
図６（ａ）および図６（ｂ）に示すように、この光接続ユニットは、引き出し自在な光フ
ァイバ接続収容トレイ５０が収納部に多段に収納されて構成されている。
トレイ５０は、第１トレイ５１と、第１トレイ５１の前端に設けられた第２トレイ５２と
、第１トレイ５１上に設けられたアダプタ５３とを備えている。第２トレイ５２は、第１
トレイ５１に対し回動可能とされている。アダプタ５３は、コネクタ５４を上下２段に接
続することができるようになっている。
アダプタ５３には、光ファイバコードなどの光ファイバ５５がコネクタ５４を介して接続
されている。
アダプタ５３に対しコネクタ５４を接続する作業は、第２トレイ５２を下方に回動させた
状態で行うことができる（図６（ｂ））。
この光接続ユニットでは、第２トレイ５２を下方に回動させることによって、下段側のコ
ネクタ５４の接続作業の際にも十分な作業用領域を確保できるため、作業性が良好となる
。
【０００３】
【特許文献１】
登録実用新案３０７１２７９号公報
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
従来、光接続ユニットでは、前記トレイに配設された多数本の光ファイバコード等の光フ
ァイバを識別するため、該光ファイバに紐を介して札を取り付け、該札に光ファイバの線
番などの素性を表示して線番管理を行うことがある。光ファイバに結び付けた札は、トレ
イ上に保管される。
図６に示す従来の光接続ユニットでは、札による線番管理を行うことは考慮されていない
。この光接続ユニットに、札による線番管理を適用する場合には、光ファイバ５５に札を
取り付け、札をアダプタ５３より前方のトレイ上、すなわち第２トレイ５２上に載置する
ことになる。
この光接続ユニットでは、接続作業等の際に第２トレイ５２が下方に回動するため、札が
光ファイバ５５に吊り下げられた状態となる。このため、札と光ファイバ５５を連結する
紐が絡み合ってしまうことがある。また、作業終了後に札をトレイ上に載置し直すことが
必要となり、操作に手間がかかるという問題がある。
本発明は前記事情に鑑みてなされたもので、光ファイバ識別用の札をトレイ上に安定に保
持することができ、かつ光ファイバ接続作業等の作業性を良好にすることができる光接続
ユニットの提供を目的とする。

10

20

30

40

50

(2) JP 3989853 B2 2007.10.10

前記基板部の縁部に、前記光コネクタハウジングからの光を遮ることができる周壁部（１
５）が形成されていることを特徴とする請求項１～３のうちいずれか１項に記載の光接続
ユニット。

前記光コネクタハウジングには、前記光ファイバがアッテネータ（４）を介して接続可能
であることを特徴とする請求項１～４のうちいずれか１項に記載の光接続ユニット。



【０００５】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、前記課題を解決するため、以下の構成を採用した。
　すなわち、請求項１記載の光接続ユニットは、光コネクタを接続する光コネクタハウジ
ングを有する引き出し可能なトレイを多段に収納した光接続ユニットであって、前記トレ
イが、前記光コネクタハウジングが搭載された基板部を備え、この基板部が、前記光コネ
クタハウジングに対する作業用領域を形成する開口部と、前記光コネクタに接続された光
ファイバが配線される配線領域と、配線領域上の載置物が開口部内に落下する方向に移動
するのを阻止する落下防止ストッパとを有し、

ことを特徴とする。
　請求項２記載の光接続ユニットは、請求項１において、

ことを特徴とする
。
　請求項３記載の光接続ユニットは、請求項１または２において、前記落下防止ストッパ
に、前記光ファイバを識別する識別表示が設けられていることを特徴とする。
　請求項４記載の光接続ユニットは、請求項１～３のうちいずれか１項において、

　請求項５記載の光接続ユニットは、請求項１～４のうちいずれか１項において、

【０００６】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して、本発明の光接続ユニットの一実施形態を説明する。
図１～図５は、本発明の光接続ユニットの一実施形態を示す図であり、図１（ａ）はこの
光接続ユニットの横型トレイ（以下、トレイと記す）の平面図、図１（ｂ）は側面図であ
る。図２は引き出した状態のトレイの斜視図である。図３はトレイの要部を示す断面図で
ある。図４はトレイ収納部内に収納された状態のトレイを示す平面図であり、図５は引き
出した状態のトレイを示す平面図である。以下の説明において、図１（ａ）における下方
を前方といい、上方を後方ということがある。
【０００７】
図１ないし図３に示すように、光接続ユニット１１のトレイ収納部１２内には、複数のト
レイ１０が多段に積層、収納されている。
このトレイ１０は、各種の光配線盤や光接続箱に用いることができ、その用途に応じて光
ファイバ３ａ～３ｃ、光コネクタハウジングである光アダプタ２（光コネクタアダプタ）
、光コネクタ１、光カプラ、光スプリッタ、光接続部、余長収納ケース、光モジュール収
納ケースなどの各種の部材等が収納される。
【０００８】
トレイ１０は、基板部１４上に、光アダプタ２が取り付けられるアダプタ取付部１３と、
基板部１４の側縁部１４ａおよび前縁部１４ｂから上方に延びる周壁部１５と、落下防止
ストッパ１６と、アダプタ取付部１３の後方に設けられた収納ケース設置部１７とを有す
る。
アダプタ取付部１３には、複数の光アダプタ２が連設され、各光アダプタ２にはジャンパ
コード（光ファイバコード）などの光ファイバ３ｃに成端された光コネクタ１が前面側か
ら接続されている。光アダプタ２は、上下方向（トレイ１０の積層方向）に複数段（図示
例では２段）に形成することができる。
光アダプタ２には、アッテネータ４等の介在部材を介して光コネクタ１を接続することも
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前記光コネクタハウジングが、前記トレイ
上に複数段に設けられ、前記光ファイバに、識別表示用の札が紐を介して取り付けられ、
前記配線領域が、前記開口部より前記引き出し方向側に設けられ、前記札が載置される札
載置部とされ、前記落下防止ストッパが、前記光コネクタハウジングに対向する位置を避
けて形成されている

前記落下防止ストッパが複数形
成され、隣り合う落下防止ストッパの間隔が前記札の最小径より小さい

前記基
板部の縁部に、前記光コネクタハウジングからの光を遮ることができる周壁部が形成され
ていることを特徴とする。

前記光
コネクタハウジングには、前記光ファイバがアッテネータを介して接続可能であることを
特徴とする。



できる（図２を参照）。
【０００９】
光コネクタ１を介して光アダプタ２に接続された光ファイバ３ｃには、識別表示用の札６
が紐７を介して取り付けられている。
札６（丸札）は、図示例では円板状に形成され、光ファイバ３ｃを識別するための情報（
回線番号など）を表面に記入することができるようになっている。
札６は、線番等の表示が明瞭に目視できれば透明でも不透明でもよい。透明な札６として
は、無色透明な合成樹脂や色素により着色した合成樹脂が用いられ、また不透明な札６と
しては、不透明な合成樹脂や金属板が用いられる。この札６に固定される紐７は特に限定
されず、各種合成繊維の糸等を用いることができる。
【００１０】
基板部１４には、矩形状の開口部１８が形成されている。開口部１８は、光アダプタ２に
おける光コネクタ１の作業（特に上下２段のうち下段の光アダプタ２の接続作業）を容易
にするためのもので、光アダプタ２に対する作業用領域２０を形成するものである。
基板部１４の前方部分（開口部１８より前方側の部分）、すなわち開口部１８を挟んで光
アダプタ２に対向する部分は、光ファイバ３ｃが配線される配線領域１９となっている。
この配線領域１９は、札６を載置する札載置部２１としても用いられる。
なお、開口部１８は、光アダプタ２に対する作業（特に下段側の光アダプタ２に対する接
続作業）を可能にする作業用領域２０を形成するものであれば図示例に限定されない。図
示例において、開口部１８は基板部１４の側部１４ｃ、１４ｃと配線領域１９に囲まれた
作業用領域２０を形成するものであるが、両側部１４ｃ、１４ｃのうち一方または両方が
形成されていない構成も可能である。
【００１１】
配線領域１９上には、示名条片２２を設置することができる。示名条片２２は、トレイ１
０の保守のために必要な事項、例えば光ファイバ３ｃに関する情報や回線番号などを記入
できるようになっており、図示例では配線領域１９上に載置された札６の上方に設置され
ている。
【００１２】
図２に示すように、落下防止ストッパ１６は、配線領域１９（札載置部２１）上の載置物
、例えば札６が、開口部１８内に落下する方向に移動するのを阻止するもので、矩形板状
に形成されている。
落下防止ストッパ１６は、開口部１８の前縁部１８ａから上方に延出するように形成され
ている。落下防止ストッパ１６は、基板部１４に対しほぼ垂直とされ、前縁部１８ａに沿
って形成されている。
落下防止ストッパ１６は、光アダプタ２の配列方向（図１（ａ）における左右方向）に間
隔をおいて複数設けることができる。
【００１３】
落下防止ストッパ１６は、これらの間に光ファイバ３ｃを通すことができるように、光ア
ダプタ２に対向しない位置に形成するのが好ましい。
相隣接する落下防止ストッパ１６の隙間は、光ファイバ３ｃが配線される配線部２３とな
っている。札６の落下を確実に防ぐため、落下防止ストッパ１６の間隔（配線部２３の幅
）は、札６の最小径よりも小さくするのが好ましい。
【００１４】
図２に示すように、落下防止ストッパ１６の前面側には、トレイ１０の保守のために必要
な事項、例えば光ファイバ３ｃに関する情報や回線番号などが記入された識別表示２４を
設けることができる。
識別表示２４は、落下防止ストッパ１６に直接記入してもよいし、あらかじめステッカー
に記入し、このステッカーを落下防止ストッパ１６に貼り付けてもよい。図示例では、識
別表示２４は、光ファイバ３ｃの回線番号などの数字とされている。
【００１５】
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収納ケース設置部１７には、光モジュール、光ファイバ接続部、光ファイバ余長部などの
光部品を収納するための収納ケース５が設置されている。
【００１６】
トレイ１０は、それぞれが個別に引き出し可能に取り付けられ、目的のトレイ１０のみを
引き出し可能になっている。トレイ１０の引き出し方向への移動距離は、例えば作業者が
トレイ１０の収納ケース５を取り扱うのに十分な距離とされる。
【００１７】
光アダプタ２に接続される光コネクタ１としては、例えばＳＣ形光コネクタ（ＪＩＳ  Ｃ  
５９７３に制定されるもの等）（ Single fiber Coupling optical fiber connector）、
ＳＣ２形光コネクタ、ＭＵ形光コネクタ（ＪＩＳ  Ｃ  ５９８３に制定されるもの等）（ Mi
niature-Unit couplimg optical fiber connector）、ＭＴ形光コネクタ（ＪＩＳ  Ｃ  ５
９８１等に制定されるもの等）（ Mechanically Transferable）等が採用される。また光
アダプタ２（光コネクタアダプタ）は、使用する光コネクタ１を接続可能なものが採用さ
れる。
なお、本発明において「光コネクタハウジング」は、光コネクタプラグ同士を中継し、内
部にて両光コネクタプラグが位置決め接続される光接続機器をいい、ここに例示した光コ
ネクタアダプタのほか、光コネクタレセプタクル等、光コネクタ（光コネクタアダプタ）
が挿入接続される、各種雌型の光コネクタを指す。
【００１８】
次に、光アダプタ２に対する光コネクタ１の接続等の操作について説明する。トレイ収納
部１２内に収納されたトレイ１０（図４参照）を、光アダプタ２に対する接続操作が可能
となる位置まで前方に引き出す（図５参照）。
この状態で、光アダプタ２に対する光コネクタ１の着脱などの作業を行う。
上下２段に形成された光アダプタ２のうち下段の光アダプタ２に対し光コネクタ１の作業
を行う場合には、トレイ１０の下方から開口部１８を通して手を差し入れ、光コネクタ１
を把持して作業を行うことができる。
【００１９】
本実施形態の光接続ユニットは、配線領域１９（札載置部２１）から落下する方向に札６
が移動するのを阻止する落下防止ストッパ１６を備えているので、以下に示す効果を奏す
る。
すなわち、接続作業などのため光コネクタ１を操作する際には、光コネクタ１の移動によ
り、光ファイバ３ｃに連結された札６が後方（図４および図５における上方）に引っ張ら
れることがあるが、落下防止ストッパ１６によって札６の移動が阻止される。
このため、札６は開口部１８内に落下することなく、配線領域１９（札載置部２１）上に
保持される。
札６がトレイ１０上に安定に保持されるため、作業終了後に札６をトレイ上に載置し直す
必要がなく、しかも接続作業等の際に紐７が絡み合うことがなくなる。従って、作業性が
良好となる。
さらには、トレイ１０から落下した札６が他のトレイ１０等に引っ掛かることによりトレ
イ１０が引き出しにくくなることがなくなり、トレイ１０の引き出し操作をスムーズに行
うことができる。
【００２０】
また、落下防止ストッパ１６を設けることによって、札６や光ファイバ３ｃがトレイ１０
から落下しにくくなるため、配線領域１９（札載置部２１）の面積を小さく設計すること
ができる。
従って、開口部１８を大きく設計することができ、光アダプタ２に対する十分な作業用領
域２０を確保し、作業性を良好にすることができる。また光コネクタ１を光アダプタ２か
ら引き抜く際に、誤って光ファイバ３ｃに衝撃が加わるのを未然に防ぐことができる。
特に、上下２段に形成された光アダプタ２のうち下段の光アダプタ２に対し、開口部１８
から手を差し入れて光コネクタ１を操作する際に、作業性を良好にすることができる。
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【００２１】
また、アッテネータ４を介して光コネクタ１を接続する場合には、アッテネータ４を使用
しない場合に比べ、光コネクタ１の位置がやや前方寄りとなるため、特に下段の光アダプ
タ２にアッテネータ４を使用する場合には、十分な作業用領域２０が必要となる。
これに対し、本実施形態の光接続ユニットでは、開口部１８を大きく設計することができ
るため、下段の光アダプタ２にアッテネータ４を使用する場合でも、作業性を良好にする
ことができる。
上記光接続ユニットでは、作業用領域２０を十分に確保できるため、アッテネータ４を使
用しない場合でも作業性が良好となる。
【００２２】
また、落下防止ストッパ１６に識別表示２４を設けることによって、光ファイバ３ｃの識
別を容易にし、トレイ１０の保守管理を容易にすることができる。
【００２３】
また、基板部１４の側縁部１４ａおよび前縁部１４ｂに周壁部１５が設けられているので
、光アダプタ２が活線状態にある場合でも、この光アダプタ２からの光が周壁部１５で遮
られる。
従って、作業者が光アダプタ２からの光を直視してしまうのを防ぐことができ、安全性の
点で有利である。
【００２４】
なお、前記の実施形態は本発明の単なる例示に過ぎず、種々の変更が可能である。例えば
、トレイ１０としては、横型の引き出し式トレイに限定されることなく、引き出しタイプ
のトレイ全般に適用が可能である。
また、札６の形状、大きさは本例示に限定されず、任意とすることができる。
【００２５】
【発明の効果】
本発明の光接続ユニットは、基板部が、作業用領域を形成する開口部と、配線領域と、配
線領域上の載置物が開口部内に落下する方向に移動するのを阻止する落下防止ストッパと
を有するので、接続作業などの際に載置物が開口部内に落下するのを防ぎ、これをトレイ
上に安定に保持することができる。従って、作業性が良好となる。
また、落下した載置物が他のトレイ等に引っ掛かることによりトレイが引き出しにくくな
ることがなくなり、トレイの引き出し操作をスムーズに行うことができる。
【００２６】
また、落下防止ストッパを設けることによって、載置物がトレイから落下しにくくなるた
め、配線領域を小さく、かつ開口部を大きく設計することができる。従って、十分な作業
用領域を確保し、作業性を良好にすることができる。特に、複数段に形成された光コネク
タハウジングのうち下段側の光コネクタハウジングに対して接続操作を行う場合において
、作業性を良好にすることができる。
また、光コネクタをアッテネータなどの介在部材を介して光コネクタハウジング（特に下
段側のもの）に接続する場合でも、作業性を良好にすることができる。
【００２７】
また、落下防止ストッパに識別表示を設けることによって、光ファイバの識別を容易にし
、トレイの保守管理を容易にすることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の光接続ユニットの一実施形態に用いるトレイを示し、（ａ）はこの光
接続ユニットトレイの平面図、（ｂ）は側面図である。
【図２】　図１に示すトレイの要部を示す斜視図である。
【図３】　図１に示すトレイの要部を示す断面図である。
【図４】　図１に示すトレイをトレイ収納部内に収納した状態を示す平面図である。
【図５】　図１に示すトレイを引き出した状態を示す平面図である。
【図６】　従来の光接続ユニットの要部を示す断面図である。
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【符号の説明】
１・・・光コネクタ、２・・・光アダプタ（光コネクタハウジング）、３ｃ・・・光ファ
イバ、６・・・札、７・・・紐、１０・・・トレイ、１４・・・基板部、１６・・・落下
防止ストッパ、１８・・・開口部、１９・・・配線領域、２０・・・作業用領域、２１・
・・札載置部、２４・・・識別表示

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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