
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
光ファイバ（１２）を別の光ファイバ（１６、１７、５０）とコネクタ接続可能に成端す
る光コネクタ（２２）が作業空間（１３）側の側部に設けられた光モジュール（２１）を
前記作業空間側に引出可能に収納する光モジュール収納ユニットであって、

前記光モジュールを
引出可能 に 収納するモジュール収納

部（２０、４２）と、
このモジュール収納部内の所定の収納位置から引出方向側へずれた位置にて前記モジュー
ル収納部に収納された前記光モジュールを、モジュール収納部に対する押し込み、引き出
しのいずれの方向にも移動しないように支持するためのモジュール支持部（２３、４１）
とを備え、

しかも、
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複数の 、各光モジュールの前記光コネクタが配列されるようにして、
しかも、前記作業空間側に として所定の収納位置 配列

　前記モジュール支持部は、光モジュールに突設されている鍔部（２１ｂ）の拘束又は前
記光モジュールから突設されている回転自在のラッチ（４５）の係合によって、押し込み
、引き出しのいずれの方向にも移動しないように支持できる構成であり、
　前記モジュール支持部に前記光モジュールを支持することで、接続作業の対象の光モジ
ュールの光コネクタが、前記モジュール収納部の所定の収納位置に収納された光モジュー
ルの光コネクタよりも作業空間側へ突き出した状態にて、前記光コネクタに対する作業空
間側からの前記光ファイバのコネクタ接続作業を行え、

前記モジュール支持部を、光モジュールに突設されている鍔部（２１ｂ）との接



前記モジュー
ル支持部による光モジュールの支持を解除することで、

前記モジュール収納部に対する挿入方向又は引出方向への光モ
ジュールの移動が可能となることを特徴とする光モジュール収納ユニット（１０ａ、４０
）。
【請求項２】
前記モジュール収納部内の所定の収納位置に収納した光モジュールを固定する固定手段を
備え、前記固定手段は、前記光モジュールから突設されているラッチ（４５）と、前記モ
ジュール収納部内の所定の収納位置に収納した光モジュールの前記ラッチが係脱自在に係
合されることで、前記光モジュールを固定して引き出しを規制するモジュール台（２０ａ
）側の係合片（２０ｇ）とから構成され、前記ラッチの前記係合片に対する係合を解除す
ることで前記光モジュールの引き出しが可能になることを特徴する請求項 載の光モジ
ュール収納ユニット。
【請求項３】
前記光モジュールは、前記モジュール収納部からの引出方向先端に前記光コネクタを備え
るとともに、この光コネクタ近傍にて前記引出方向に垂直な両側または片側に存在する側
面に該光モジュールによって接続される光ファイバの種類等の情報を示す表示（３３、４
９）を備え、
前記光モジュールを、前記モジュール収納部内の所定の収納位置から引出方向側へずれた
収納位置に、前記モジュール支持部によって支持可能に配置したときに、前記表示が前記
モジュール収納部の外側から視認可能であることを特徴とする請求項 記載の光モ
ジュール収納ユニット。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、光ファイバを別の光ファイバとコネクタ接続可能に成端する光コネクタが側部
に設けられた光モジュールを引出可能に収納する光モジュール収納ユニットに関するもの
である。
【０００２】
【従来の技術】
例えば、光配線盤等にあっては、外観薄板ケース状の光モジュールを用い、この光モジュ
ールの側部に取り付けられた光コネクタによって光ファイバをコネクタ接続可能に成端す
るとともに、光ファイバの余長を前記光モジュール内に収納する構成が提案されている。
【０００３】
図１８（ａ）、（ｂ）は、光モジュールを用いた光配線盤の一例を示す図であって、（ａ
）は正面図、（ｂ）は側断面図である。
図１８（ａ）、（ｂ）中、符号１は光配線盤、２はモジュール収納部、３は光モジュール
である。
図１８（ａ）、（ｂ）において、光配線盤１に設けられたモジュール収納部２には、外観
薄板ケース状の光モジュール３が縦置きにして横並びに複数配列収納されている。各光モ
ジュール３は、モジュール収納部２に引き込まれた光ファイバ４の余長を収納するととも
に、その側部に取り付けられた光コネクタ５（光コネクタアダプタ）によって前記光ファ
イバ４をコネクタ接続可能に成端するようになっている。各光モジュール３の光コネクタ
５は、モジュール収納部２の側部の作業面側（図１８（ｂ）中左側）に向けられており、
この作業面側に引き込まれた光ファイバ６が前記光コネクタ５にコネクタ接続されること
で、光ファイバ４、６同士が接続されるようになっている。光ファイバ６は、先端が光コ
ネクタ７（光コネクタプラグ）によってコネクタ接続可能に成端されており、モジュール
収納部２に収納された各光モジュール３の光コネクタ５に対して着脱自在とされることが
普通であり、光コネクタ５に対する光コネクタ７の接続を切り替えることで、光ファイバ
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触を回避する退避位置に退避させるか、あるいは、光モジュールから突設されている前記
ラッチを前記モジュール支持部との係合を回避する待機位置に位置させて、

前記モジュール支持部による光モ
ジュールの支持位置から、

１記

１又は２



４に対して切替接続される。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、図１８の光配線盤１では、光モジュール３の光コネクタ５に対する光ファイバ
６の接続作業は、各光モジュール３をモジュール収納部２の所定の収納位置に収納した状
態で行うことが一般的であり（通常、モジュール収納部２の最奥部に光モジュール３を突
き当てて収納する）、モジュール収納部２の作業面側の一定領域８（以下「コネクタ配列
領域８」）に各光モジュール３の光コネクタ５が揃った状態で行われる。このため、前述
の接続作業は、コネクタ配列領域８近傍の多数本の光ファイバ６が高密度に配線される領
域にて行うこととなり、例えば、活線状態の光ファイバ６に触れて光通信の瞬断を生じさ
せたり、場合によっては光ファイバ６を折り曲げて傷めてしまうといった不都合が生じや
すいといった問題があった。また、光ファイバ６との接触を回避しつつ接続作業を進める
のでは、作業能率が低下するといった不満もある。
さらに、前述の接続作業では、光ファイバ４、６同士を正しく接続する必要があるが、前
述のように、コネクタ配列領域８近傍に多数本の光ファイバ６が配線されていると、回線
の確認がしにくくなり、誤接続の原因となる。これに鑑みて、例えば、光モジュール３の
コネクタ取付面３ａに回線番号等を示す表示を設けることも提案されているが、高密度実
装型の光配線盤１では、モジュール収納部２にて接続される光ファイバ４、６の心数が多
く、コネクタ配列領域８近傍に配線される光ファイバ６もさらに増大するため、前記表示
が見えにくくなる上、前記表示を確認するために光ファイバ６を掻き分ける際に光ファイ
バ６を傷める可能性があり、前記問題の根本的な解決に至らない。
なお、前述の問題は、光ファイバ６の接続作業に限定されず、光ファイバの切替作業、光
ファイバの撤去作業等でも共通である。また、光モジュールを複数収納する構成であれば
、光配線盤以外、例えば光接続箱等でも、前記問題は同様に生じる。
【０００５】
本発明は、前述の課題に鑑みてなされたもので、モジュール収納部内の所定の収納位置か
ら引出方向にずれた位置に配置された光モジュールをモジュール支持部で支持することで
、周囲の光ファイバとの干渉等を回避して光ファイバの接続、切替接続等の作業を効率良
く行うことができる光モジュール収納ユニットを提供することを目的とするものである。
【０００６】
【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。
請求項１記載の発明は、光ファイバを別の光ファイバとコネクタ接続可能に成端する光コ
ネクタが作業空間側の側部に設けられた光モジュールを前記作業空間側に引出可能に収納
する光モジュール収納ユニットであって、 前記光モジュールを

引出可能
に 収納するモジュール収納部と、このモジュール収納部内の所定の収納位

置から引出方向側へずれた位置にて前記モジュール収納部に収納された前記光モジュール
を、モジュール収納部に対する押し込み、引き出しのいずれの方向にも移動しないように
支持するためのモジュール支持部とを備え、

しかも、

前記モジュール支持部による光モジュールの支持を解
除することで、 前記モジュー
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複数の 、各光モジュールの
前記光コネクタが配列されるようにして、しかも、前記作業空間側に として所定
の収納位置 配列

前記モジュール支持部は、光モジュールに突
設されている鍔部の拘束又は前記光モジュールから突設されている回転自在のラッチの係
合によって、押し込み、引き出しのいずれの方向にも移動しないように支持できる構成で
あり、前記モジュール支持部に前記光モジュールを支持することで、接続作業の対象の光
モジュールの光コネクタが、前記モジュール収納部の所定の収納位置に収納された光モジ
ュールの光コネクタよりも作業空間側へ突き出した状態にて、前記光コネクタに対する作
業空間側からの前記光ファイバのコネクタ接続作業を行え、 前記モジュール支持
部を、光モジュールに突設されている鍔部との接触を回避する退避位置に退避させるか、
あるいは、光モジュールから突設されている前記ラッチを前記モジュール支持部との係合
を回避する待機位置に位置させて、

前記モジュール支持部による光モジュールの支持位置から、



ル収納部に対する挿入方向又は引出方向への光モジュールの移動が可能となることを特徴
とする光モジュール収納ユニット。
請求項２記載の発明は、請求項 載の光モジュール収納ユニットにおいて、前記モジュ
ール収納部内の所定の収納位置に収納した光モジュールを固定する固定手段を備え、前記
固定手段は、前記光モジュールから突設されているラッチと、前記モジュール収納部内の
所定の収納位置に収納した光モジュールの前記ラッチが係脱自在に係合されることで、前
記光モジュールを固定して引き出しを規制するモジュール台側の係合片とから構成され、
前記ラッチの前記係合片に対する係合を解除することで前記光モジュールの引き出しが可
能になることを特徴する。
請求項 記載の発明は、請求項 記載の光モジュール収納ユニットにおいて、前記
光モジュールは、前記モジュール収納部からの引出方向先端に前記光コネクタを備えると
ともに、この光コネクタ近傍にて前記引出方向に垂直な両側または片側に存在する側面に
該光モジュールによって接続される光ファイバの種類等の情報を示す表示を備え、前記光
モジュールを、前記モジュール収納部内の所定の収納位置から引出方向側へずれた収納位
置に、前記モジュール支持部によって支持可能に配置したときに、前記表示が前記モジュ
ール収納部の外側から視認可能であることを特徴とする。
なお、光モジュール収納ユニットとしては、光配線盤、光成端箱、光分岐接続箱等、各種
構成が採用可能である。
【０００７】
【発明の実施の形態】
（第１実施形態）
以下、本発明の第１実施形態を図面を参照して説明する。
本実施形態では、光配線盤への適用例を説明する。
図１は光配線盤１０を示す全体図、図２は光配線盤１０に搭載される光モジュール収納ユ
ニット１０ａを示す正面図、図３は図２の光モジュール収納ユニット１０ａの平面図、図
４は図２の光モジュール収納ユニット１０ａを示す側面図である。
【０００８】
図１において、光配線盤１０は、光モジュール収納ユニット１０ａを多段に複数収納した
架体であり、光ファイバケーブル１１から口出しした光ファイバ１２を、各光モジュール
収納ユニット１０ａに収納された光モジュール２１（図２、図３、図４参照）に取り付け
られた光コネクタ２２によってコネクタ接続可能に成端するようになっている。図２、図
３、図４に示すように、光モジュール収納ユニット１０ａは、外観薄板ケース状の光モジ
ュール２１を縦置き横並びに複数配列させて収納するモジュール収納部２０を備えている
（図２、図３では光モジュール２１の収納位置を仮想線で示した）。モジュール収納部２
０は、具体的には、光モジュール２１が縦置きに載置されるモジュール台２０ａと、この
モジュール台２０ａの上方に設置された上部プレート３０と、この上部プレート３０の上
に設置されたモジュール支持部２３とを備え、前記モジュール台２０ａと前記上部プレー
ト３０との間のモジュール収納空間２０ｓ内に光モジュール２１を収納するようになって
いる。上部プレート３０は、モジュール収納部２０の正面視左右の側板２４ａ、２４ｂ間
に架設され、モジュール台２０ａの上面２０ｅとほぼ平行になっている。
【０００９】
このモジュール収納部２０に収納された光モジュール２１は、モジュール台２０ａ上をス
ライド移動することでモジュール収納部２０側部に確保された作業空間１３側へ引き出し
可能になっている。なお、モジュール収納部２０では、モジュール台２０ａに形成された
ガイド溝２０ｂに、光モジュール２１から突設されたガイド片２１ａが挿入され、また、
上部プレート３０に形成されたガイド溝３１に光モジュール２１から突設された鍔部２１
ｂが挿入されるから、このモジュール収納部２０に挿入された光モジュール２１はぐらつ
くことなく安定な縦置き状態が維持される。また、モジュール収納部２０に挿入された光
モジュール２１は、モジュール台２０ａおよび上部プレート３０の前記ガイド溝２０ｂ、
３１にガイドされつつモジュール台２０ａ上をスライド移動することで、作業空間１３側
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１記

３ １又は２



からの収納、作業空間１３側への引き出しが行われる。なお、モジュール台２０ａおよび
上部プレート３０の前記ガイド溝２０ｂ、３１は、互いに平行になっていることは言うま
でもない。
【００１０】
前記光ファイバ１２は、光モジュール収納ユニット１０ａの側部にて光ファイバケーブル
１１から口出しされ、各光モジュール収納ユニット１０ａの上部の光ファイバ配線棚１４
に配線され、この光ファイバ配線棚１４から目的の光モジュール２１へ引き落とされるよ
うになっている。光モジュール２１に引き込まれた光ファイバ１２は、該光モジュール２
１内側から当該光モジュール２１の側部に取り付けられた光コネクタ２２（光コネクタア
ダプタ）に接続されることで、この光コネクタ２２によってコネクタ接続可能に成端され
るとともに、余長が光モジュール２１内に湾曲収納される。
【００１１】
前記モジュール収納部２０に収納された各光モジュール２１の光コネクタ２２は全て作業
空間１３側に向けられる。各光コネクタ２２には、別途光配線盤１０に引き込まれた光フ
ァイバケーブル１５（図１参照）から口出しされた光ファイバ１６や、光コネクタ２２間
を接続するジャンパ用光ファイバ１７等が切替可能にコネクタ接続される。光ファイバ１
６は、いずれも光コネクタ１６ａ、１７ａによってコネクタ接続可能に成端されており、
光モジュール２１側の光コネクタ２２に対する光コネクタ１６ａ、１７ａの接続を切り替
えることで、これら光ファイバ１６、１７が光ファイバ１２に対して切替接続される。
【００１２】
光モジュール２１の光コネクタ２２にコネクタ接続される光ファイバとしては、前記光フ
ァイバ１６、１７に限定されず、例えば、線路監視装置との接続用の光ファイバや、光配
線盤間の渡り配線等であっても良い。以下、光モジュール２１の光コネクタ２２にコネク
タ接続される光ファイバを「光ファイバ５０」、この光ファイバ５０先端の光コネクタ（
光コネクタ１６ａ、１７ａ等）を「光コネクタ５０ａ」として総称する。なお、光ファイ
バ５０としては、例えば、単心または多心の光ファイバ心線、光ファイバコード等、各種
構成が採用可能である。また、光ファイバ５０先端の光コネクタ５０ａとしては、例えば
、ＪＩＳ　Ｃ　５９７３に制定されるＳＣ形光コネクタ（Ｓｉｎｇｌｅ　ｆｉｂｅｒ　Ｃ
ｏｕｐｌｉｎｇ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｆｉｂｅｒ　ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ）、ＪＩＳ　Ｃ　５
９８３に制定されるＭＵ形光コネクタ（Ｍｉｎｉａｔｕｒｅ－Ｕｎｉｔ　ｃｏｕｐｌｉｍ
ｇ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｆｉｂｅｒ　ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ）等の光コネクタプラグが採用さ
れる。多心の場合では、ＪＩＳ　Ｃ　５９８２に制定されるＭＰＯ形光コネクタ（Ｍｕｌ
ｔｉｆｉｂｅｒ　Ｐｕｓｈ　Ｏｎ）等が採用される。これら光コネクタ５０ａの種類に対
応して、光モジュール２１側の光コネクタ２２としても、適宜、光コネクタ５０ａに適合
するものを採用することは言うまでも無い。
【００１３】
図１に示すように、光コネクタ２２に接続される光ファイバは、光配線盤１０側部に確保
された光ファイバ収納部１８から目的の光モジュール収納ユニット１０ａに配線されると
ともに、前記光ファイバ収納部１８内にて湾曲配線することで余長が吸収される。
なお、図１中、１９ａ、１９ｂはクランプであり、光ファイバ収納部１８から光モジュー
ル収納ユニット１０ａに引き込まれる光ファイバ５０をクランプ保持する。
【００１４】
図２～図４において、光モジュール収納ユニット１０ａに引き込まれた光ファイバ５０は
、モジュール台２０ａの作業空間１３側に設置されたダクト２０ｃに収納され、このダク
ト２０ｃから上方に立ち上げられて、目的の光モジュール２１の光コネクタ２２にコネク
タ接続される。光モジュール２１の光コネクタ２２には複数本の光ファイバ５０が接続可
能であり（図４では８本）、しかも、前記光コネクタ５０は１つの光モジュール２１につ
いて複数（図４では２つ）設置されており、図４の例では、同一の光モジュール２１に対
しては最大１６本の光ファイバ５０が接続される。同一の光モジュール２１に接続される
光ファイバ５０は、モジュール台２０ａと前記ダクト２０ｃとの間に立設された支持壁４
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３からダクト２０ｃ上に突設されたクランプ２０ｄによって一括保持される。クランプ２
０ｄは、光モジュール２１単位で光ファイバ５０を保持するようになっている。
なお、光モジュール２１の光コネクタの対応心数、光コネクタに接続可能な光ファイバ５
０の本数、光モジュール２１に設置される光コネクタの数等は適宜変更可能であることは
言うまでも無い。
【００１５】
モジュール収納部２０の上部に設置されたモジュール支持部２３は、図２～図４において
はモジュール収納部２０の正面視左右両側の側板２４ａ、２４ｂ間に架け渡すようにして
配置されたストッパ部材２３ａを主体として構成されている。ストッパ部材２３ａは、具
体的には、細長プレート状であり、幅方向（長手方向に垂直の方向）に延びるスリット２
３ｂが長手方向に複数連設されている（図３参照）。このスリット２３ｂは光モジュール
２１の上端に突設された鍔部２１ｂを収納可能な形状であり、各スリット２３ｂの位置は
、モジュール台２０ａ上に配列収納される光モジュール２１の収納位置に一致しているか
ら、モジュール収納部２０に収納された光モジュール２１の鍔部２１ｂがストップ部材２
３ａの直下に配置されれば、後述のモジュール支持部２３の回転操作により、前記スリッ
ト２３ｂに鍔部２１ｂを収納できる。
【００１６】
前記ストッパ部材２３ａの長手方向両端部に設けられた取付部２３ｃは、側板２４ａ、２
４ｂに固定されたブラケット２５に対してそれぞれピン２６によって軸支されており、こ
のピン２６を中心とする回転によって、モジュール支持部２３全体がほぼ水平な回転軸線
を以って回転するようになっている。前記ピン２６はブラケット２５に取り付けられてお
り、前記モジュール支持部２３は取付部２３ｃから前記作業空間１３とは逆の方向へ突出
された枢着端部２３ｄが前記ピン２６に軸支されており、モジュール支持部２３の回転軸
線はストッパ部材２３ａを介して作業空間１３と逆側に位置するため、結局、モジュール
支持部２３の回転は、ピン２６を中心とするストッパ部材２３ａの昇降変位となる。
【００１７】
前記取付部２３ｃには、前記ブラケット２５側に取り付けられた二つのピン２６、２７が
個別に挿入される二つの穴（長穴２８、ガイド穴２９）を備え、これら穴２８、２９の範
囲でピン２６、２７に対して移動できる。一方のピン２６は、前記モジュール支持部２３
のストッパ部材２３ａにほぼ沿って延在形成された長穴２８に挿入され、他方のピン２７
は、前記長穴２８よりも作業空間１３側にて前記取付部２３ｃにコ字状に形成されたガイ
ド穴２９に挿入されている。例えば、図５（ａ）～（ｃ）に示すように、前記ガイド穴２
９は、前記長穴２８と略平行な長穴２９ａと、この長穴２９ａの長手方向両端から該長穴
２９ａに対してほぼ垂直にストッパ部材２３ａに向けて（図５（ａ）～（ｃ）ではほぼ上
方）延びる垂直穴２９ｂ、２９ｃとを備えている。
【００１８】
図４および図５（ａ）～（ｃ）に示すように、モジュール支持部２３を移動すると、ピン
２７に対するガイド穴２９の収納位置を変更できる。前記モジュール支持部２３を作業空
間１３に対する進退方向（図４左右）に移動すると、両ピン２６、２７の収納位置が長穴
２８、２９ｂに沿って移動する。モジュール支持部２３は、ピン２７をいずれかの垂直穴
２９ｂ、２９ｃに収納することで、ピン２６を中心とする回転が可能となる。但し、モジ
ュール支持部２３の回転範囲は、垂直穴２９ｂ、２９ｃの長穴２９ａからの延出方向の寸
法によって決まる。垂直穴２９ｂに比べて垂直穴２９ｃの方が、長穴２９ａからの延出方
向の寸法が大きいので、ピン２７を垂直穴２９ｂに挿入したときよりも、垂直穴２９ｃに
挿入したときの方がモジュール支持部２３の可動範囲が大きく、垂直穴２９ｃに挿入した
ときの方がモジュール支持部２３がより下方まで回転される。
なお、図２～図５（ａ）、（ｂ）、（ｃ）中、ブラケット２５の側部に設けられているス
トッパ２５ａは、モジュール支持部２３の取付部２３ｃから突設された当接部２３ｅが上
方から当接されることで、モジュール支持部２３の下方への回転限界位置を設定するよう
になっている。
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【００１９】
モジュール収納部２０（詳細にはモジュール収納空間２０ｓ）に光モジュール２１を収納
するには、図５（ａ）～（ｃ）の手順にてモジュール支持部２３のストッパ部材２３ａを
上方へ回転して光モジュール２１の鍔部２１ｂと接触しない位置に退避させ、図６に示す
状態にしてから、光モジュール２１をモジュール収納部２０のモジュール収納空間２０ｓ
に挿入する。
光モジュール２１は、モジュール台２０ａのガイド溝２０ｂにガイド片２１ａを挿入し、
前記上部プレート３０のガイド溝３１に鍔部２１ｂを挿入して、モジュール台２０ａ上を
スライドさせるようにしてモジュール収納部２０に挿入し、モジュール収納部２０に設け
られている挿入方向ストッパ２０ｆに突き当たったところで挿入を停止する。これにより
、光モジュール２１は、モジュール収納部２０内の所定の収納位置（以下も図４中仮想線
の位置を「所定の収納位置」として説明）に収納される。なお、モジュール台２０ａや上
部プレート３０のガイド溝２０ｂ、３１は、いずれも、これらモジュール台２０ａや上部
プレート３０の作業空間１３側の端部に開口しているので、これらガイド溝２０ｂ、３０
にガイド片２１ａや鍔部２１ｂを位置決めしてモジュール収納空間２０ｓへ光モジュール
２１を押し込むだけで、ガイド溝２０ｂ、３０にガイド片２１ａや鍔部２１ｂを簡単に挿
入できる。
【００２０】
図５（ａ）～（ｃ）に示すように、モジュール支持部２３は、まず、ピン２６を中心とす
る上方への回転によって、垂直穴２９ｃに収納されているピン２７を長穴２９ａへ移動さ
せ（図５（ａ）参照）、次いで、作業空間１３とは逆の方向、つまり、モジュール収納部
２０への光モジュール２１の挿入方向前方へ向けて（図５（ａ）～（ｃ）中右側）へのス
ライド移動によりピン２７を垂直穴２９ｂへ移動させ（図５（ｂ）参照）、次に、下に降
ろすことで、垂直穴２９ｂの上端にピン２７を収納して、取付部２３ｃをピン２７に係合
させる（図５（ｃ）、図６参照）。図４の状態では、垂直穴２９ｃの上端にピン２７が収
納され、モジュール支持部２３側の当接部２３ｅがブラケット２５側のストッパ２５ａに
当接されることでモジュール支持部２３の降下が規制され、ストッパ部材２３ａが上部プ
レート３０上に載置あるいは近接状態に位置決めされるが、図５（ｃ）および図６の状態
では、垂直穴２９ｂの上端に収納されたピン２７に取付部２３ｃが係合することでモジュ
ール支持部２３の降下が規制され、ストッパ部材２３ａは上部プレート３０から上方に離
間した位置（退避位置）に支持される。モジュール収納部２０に収納された光モジュール
２１の鍔部２１ｂは上部プレート３０の上方に突き出すようになっているが、ストッパ部
材２３ａを前記退避位置に退避させておけば、鍔部２１ｂはストッパ部材２３ａと接触す
ること無く上部プレート３０のガイド溝３１に沿って自由に移動できる。
【００２１】
ストッパ部材２３ａの設置位置は、モジュール収納部２０の奥行き方向（図４中左右。モ
ジュール収納部２０に対する光モジュール２１の挿入方向あるいは引出方向。つまりガイ
ド溝２０ｂに沿った方向。）の中央部であり、モジュール収納部２０内の所定の収納位置
に収納された光モジュール２１の後端部（光コネクタ２２の取り付け位置に対向する反対
側の側部）から突設された前記鍔部２１ｂの作業空間１３側に隣接する位置であるから、
所定の収納位置への光モジュール２１の挿入、収納では、モジュール支持部２３のストッ
パ部材２３ａを退避位置に退避させておくことで（図５（ｃ）の状態）、このストッパ２
３ａに接触させること無く鍔部２１ｂを通過させて所定の収納位置に到達させることがで
きる。
【００２２】
光モジュール２１の所定の収納位置への挿入が完了したら、今度は、図７（ａ）～（ｃ）
に示すように、図５（ａ）～（ｃ）と逆の手順により、モジュール支持部２３を図４の状
態に戻す。つまり、まず、図７（ａ）に示すように、モジュール支持部２３を上昇回転さ
せて、ガイド穴２９におけるピン２７の収納位置を垂直穴２９ｂから長穴２９ａに移動し
、次いで、図７（ｂ）に示すように、モジュール支持部２３を作業空間１３方向に移動し
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て前記ピン２７の収納位置を垂直穴２９ｃへ移動し、次に、図７（ｃ）に示すように、モ
ジュール支持部２３を降下させて図４の状態に至らしめる。図４の状態では、降下したス
トッパ部材２３ａが鍔部２１ｂの作業空間１３側に隣接配置されることによって、このス
トッパ部材２３ａが作業空間１３側への鍔部２１ｂの移動を規制するストッパとして機能
する。このため、例えば、光コネクタ２２に接続されている光ファイバ５０に不用意に引
張力等が作用しても、光モジュール２１がモジュール収納部２０から引き出されるといっ
た不都合が生じない。また、光配線盤１０自体の移動（設置位置の変更）や、地震等に起
因する光配線盤１０の傾斜が生じても、モジュール収納部２０から光モジュール２１が飛
び出るといった心配が無い。
【００２３】
次に、光モジュール２１の光コネクタ２２に光ファイバ５０を接続する作業は、モジュー
ル収納部２０に収納された光モジュール２１を若干引き出した状態、あるいは、モジュー
ル収納部２０内の所定の収納位置に向けて挿入途中の状態の光モジュール２１を、モジュ
ール支持部２３によって光モジュール２１をぐらつかないないように支持して行う。この
ため、接続作業の対象となる目的の光モジュール２１の光コネクタ２２が、所定の収納位
置に収納された光モジュール２１の光コネクタ２２が配列されるコネクタ配列領域３２よ
りも作業空間１３側へ突き出した状態にて接続作業を行うこととなり、コネクタ配列領域
３２近傍に多数本配線された光ファイバ５０との干渉を回避して接続作業を効率良く進め
ることができる。しかも、コネクタ配列領域３２の光コネクタ２２に接続された光ファイ
バ５０を傷めたり、活線状態の光ファイバ５０の光通信に悪影響を与えるといった不都合
を防止できる。このことは、接続作業のみならず、光コネクタ２２に対する光ファイバ５
０の切替接続、撤去等でも同様である。
【００２４】
図４に示す状態から、所定の収納位置に収納されている光モジュール２１の作業空間１３
側への引き出しを開始すると、まず、図８に示すように、ストッパ部材２３ａの作業空間
１３と対向する逆側の縁部を斜め上方に傾斜成形した部分である押上力受圧部２３ｆに光
モジュール２１の鍔部２１ｂが当接し、この鍔部２１ｂが押上力受圧部２３ｆを押圧する
ことで、ストッパ部材２３ａが次第に上方へ押し上げられるとともに、鍔部２１ｂは次第
にストッパ部材２３ａの下面側に入り込んで行く（図８では、光モジュール２１の位置は
、鍔部２１ｂが押上力寿圧部２３ｆに当接する位置。モジュール支持部２３は若干押し上
げられた状態を示す）。そして、ストッパ部材２３ａの下面側に入り込んだ鍔部２１ｂが
ストッパ部材２３ａのスリット２３ｂに到達すると、このスリット２３ｂの領域に鍔部２
１ｂ全体が収まると同時にモジュール支持部２３が落下してスリット２３ｂに鍔部２１ｂ
が収納され、図９に示す状態となる。このとき（図９の状態）、図１０（ａ）、（ｂ）に
示すように、鍔部２１ｂがスリット２３ｂ内に拘束されるため、光モジュール２１はモジ
ュール収納部２０への押し込み、引き出しのいずれの方向にも移動しないように支持され
る。また、光モジュール２１のガイド片２１ａがモジュール台２０ａのガイド溝２０ｂに
挿入され、鍔部２１ｂが上部プレート３０のガイド溝３１に挿入されているので、光モジ
ュール２１は、モジュール収納部２０への押し込み、引き出しの方向に対して垂直の方向
の位置ずれ等を生じない。これにより、いわば、所定の収納位置とモジュール収納部２０
から完全に引き出した状態との中間の収納位置（図９の位置。以下「中間位置」）に位置
決めした光モジュール２１がモジュール支持部２３によって安定に支持されるため、この
光モジュール２１の光コネクタ２２に対する光ファイバ５０の接続作業を効率良く行うこ
とができる。
なお、光モジュール２１の引き出し寸法にもよるが、必要に応じて、クランプ２０ｄから
光ファイバ５０を取り出しておき、光モジュール２１の引き出しに伴う急激な曲げ等によ
って光ファイバ５０を傷めないようにすることは言うまでも無い。
【００２５】
モジュール支持部２３によって前記中間位置に光モジュール２１を支持すると、前記光モ
ジュール２１の、モジュール収納部２０からの引出方向に垂直な両側または片側に存在す
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る側面の前記光コネクタ２２近傍、つまり前記光モジュール２１の厚さ方向一方または両
方の側面の前記光コネクタ２２近傍に形成された表示３３が、作業空間１３から目視可能
に露出される。図９等では光モジュール２１の厚さ方向一方の側面のみに形成された表示
３３を示しているが、表示３３は光モジュール２１の厚さ方向反対側の側面にも形成する
ことが可能である。前記表示３３は、この光モジュール２１によって成端される光ファイ
バ５０の回線番号、シングルモードやマルチモードといった光ファイバの種別等を表示す
るものであり、この表示３３を確認することで、光コネクタ２２に対する光ファイバ５０
の接続作業を正確に効率良く行うことができる。光モジュール２１を中間位置に支持した
際に露出される表示３３は、コネクタ配列領域３２近傍に配線された多数本の光ファイバ
５０によって見えにくくなる等の影響を受けずらいため、容易に確認できる。しかも、表
示３３を確認するために、光ファイバ５０を掻き分けるといった作業も不要となるため、
光ファイバ５０を傷めたり、活線状態の回線の光通信にノイズを発生させる等の悪影響を
防止できるといった利点がある。
【００２６】
表示３３の形成位置が、光モジュール２１の厚さ方向の一方または両方の側面であれば、
作業対象の光モジュール２１の光コネクタ２２に接続された光ファイバ５０が表示３３の
確認の邪魔にならず、しかも、光コネクタ２２が取り付けられている狭隘な光モジュール
２１端面とは異なり十分な面積を確保できる光モジュール２１側面にて多くの情報を表示
できるといった利点がある。光モジュール２１の引き出し寸法（所定の収納位置から中間
位置までの距離）は、前記コネクタ配列領域３２近傍に配線されている光ファイバ５０を
回避して表示３３を露出させ、モジュール収納部２０外側から前記表示３３の視認が可能
となる大きさであり、少なくとも、コネクタ配列部３２近傍の特に高密度に光ファイバ５
０が配線されている領域（以下「高密度配線領域３４」。図９参照）から作業空間１３側
に前記表示３３が露出されるようにする。
なお、光モジュール２１の引き出し寸法は、表示３３の露出を考慮しない場合は、作業対
象の目的の光モジュール２１の光コネクタ２２が高密度配線領域３４から作業空間１３側
に突出する程度あれば良く、表示３３を露出させる場合よりも小さくて済み、コネクタ配
列部３２から作業空間１３側へ少なくとも高密度配線領域３４と重ならない位置に光コネ
クタ２２が位置決めされるように中間位置を設定すれば良い。このことは、第１実施形態
に限定されることではなく、本発明に係る各種構成に共通であり、例えば後述の第２実施
形態でも共通である。
【００２７】
なお、光ファイバ５０の接続を終えて所定の収納位置に収納した光モジュール２１は、該
光モジュール２１の下部から突設されているラッチ４５を、モジュール台２０ａ側の係合
片２０ｇと係合することで固定される。ラッチ４５は係合片２０ｇに対して係脱自在であ
り、係合片２０ｇに対する係合を解除すると、光モジュール２１の引き出しが可能となる
。ラッチ４５と係合片２０ｇとは、光モジュール２１を所定の収納位置に固定する固定手
段を構成する。例えば、中間位置に引き出す目的の光モジュール２１のラッチ４５を操作
して係合片２０ｇに対する係合を解除すると、この光モジュール２１のみが引き出し可能
となるため、光モジュール２１が高密度に配列収納されているモジュール収納部２０にお
いても引き出す光モジュール２１を間違えることを防止できる。この光モジュール２１の
引き出し作業では、前記固定手段を構成するラッチ４５と係合片２０ｇとの間の係合が解
除されている光モジュール２１のみ引き出し可能であり、つまり、光ファイバ５０の接続
を完了していない光モジュール２１は前記固定手段による固定前であり引き出し可能であ
るが、一方、光ファイバ５０の接続を完了した光モジュール２１は前記固定手段により固
定して引き出しを規制することから、光ファイバ５０の接続を完了していない光モジュー
ル２１を引き出すことができる。また、光モジュール２１を中間位置に引き出す際には、
モジュール支持部２３が上昇されて、引き出し方向へのストッパの役割を果たさなくなる
が、前記固定手段により引き出し対象外の光モジュール２１の引き出しを規制しておくこ
とで、例えば、引き出す目的の光モジュール２１との接触等により、引き出し対象外の光
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モジュール２１が一緒に引き出されたり、位置ずれを生じるといった不都合を確実に防止
できる。
なお、ラッチ４５および係合片２０ｇの構成については、後述の第２実施形態でも詳述す
る。
【００２８】
光モジュール２１の光コネクタ２２に対する光ファイバ５０の接続が完了したら、モジュ
ール支持部２３を上昇回転させて、モジュール支持部２３による光モジュール２１の支持
を解除した後、光モジュール２１を挿入方向ストッパ２０ｆに突き当たるまでモジュール
収納空間２０ｓ奥部へ押し込み、所定の収納位置に収納することで、接続作業に関する一
連の工程が完了し、光ファイバ５０が目的位置に接続された光モジュール２１がモジュー
ル収納部２０に収納される。
光コネクタ２２に対する光ファイバ５０の切替接続、撤去等の作業も全く同様に、中間位
置に引き出した光モジュール２１をモジュール支持部２３で支持した後、光モジュール２
１を、元の所定の収納位置に収納すれば良い（撤去の場合は、作業空間１３側に抜き出す
こともある）。
【００２９】
この光モジュール収納ユニット１０ａでは、所定の収納位置から引き出した光モジュール
２１を中間位置にてモジュール支持部２３によって保持して、光ファイバ５０の接続、切
替接続、撤去等の作業を行う場合以外、所定の収納位置への挿入途中の光モジュール２１
をモジュール支持部２３によって中間位置に支持して、光ファイバ５０の接続、切替接続
等の作業を行った後、所定の収納位置に収納することも可能である。この場合でも、中間
位置での光ファイバ５０の接続、切替接続等の作業が完了した後、光モジュール２１を所
定の収納位置に収納する手順は、前述した、所定の収納位置から中間位置に引き出された
光モジュール２１を所定の収納位置に再収納する場合と全く同様に行うことができる。
【００３０】
また、複数の光モジュール２１の光コネクタ２２間で光ファイバ５０の切替接続する場合
では、作業を行う該当の光モジュール２１を中間位置にてモジュール支持部２３によって
支持して、切替接続作業を行う。モジュール支持部２３のストッパ部材２３ａには、モジ
ュール収納部２０内に収納される各光モジュール２１にそれぞれ対応してスリット２３ｂ
が形成されているので、各光モジュール２１の鍔部２１ｂをスリット２３ｂに収納するこ
とで、複数の光モジュール２１を同時に中間位置に支持することが可能である。この場合
も、中間位置に支持された各光モジュール２１近傍では、コネクタ配列領域３２近傍に配
線された光ファイバ５０との接触等を回避して、光コネクタ２２に対する光ファイバ５０
の着脱作業を効率良く行うことができ、切替接続の作業性が向上する。しかも、中間位置
に支持された各光モジュール２１の光コネクタ２２に接続された光ファイバ５０が、高密
度配線領域３４から作業空間１３側に浮き上がった状態となるため、切替接続の対象とな
る光ファイバ５０の位置が判りやすくなり、例えば、ダクト２０ｃからの取り出し等も容
易になるから、これによっても切替接続の作業性を向上できる。
【００３１】
次に、本発明の第２実施形態を図面を参照して説明する。
本実施形態は、前記第１実施形態の光配線盤１０の光モジュール収納ユニットの構成を一
部変更したものであり、光モジュール収納ユニット以外の構成は第１実施形態の光配線盤
１０のものを適用する。図１１～図１６中、図１～図１０（ａ）、（ｂ）と同一の構成部
分には同一の符号を付し、その説明を簡略化する。図１１は、本実施形態の光配線盤に適
用される光モジュール収納ユニット４０を示す正面図、図１２は図１１の光モジュール収
納ユニット４０を示す平面図、図１３は前記光モジュール収納ユニット４０を示す側面図
である。
図１１～図１３に示すように、光モジュール収納ユニット４０は、モジュール台２０ａ、
両側板２４ａ、２４ｂ、光ファイバ配線棚１４等は、第１実施形態の光配線盤１０と共通
であるが、モジュール支持部２３やストッパ２５ａを備えていないこと、モジュール台２
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０ａの作業空間１３側の側面に沿って延在されたモジュール支持部４１を備えることは、
第１実施形態の光モジュール収納ユニット１０ａと異なる。また、この光モジュール収納
ユニット４０の上部プレート３０ａは、第１実施形態の上部プレート３０のガイド溝３１
と同様に、光モジュール２１の鍔部２１ｂの移動をガイドするガイド溝３１ａを備えてい
る。この光モジュール収納ユニット４０での光ファイバケーブル１１側の光ファイバ１２
の成端、光ファイバ５０の作業空間１３への引き込み等は第１実施形態の光配線盤１０の
と全く同様に行えるものであり、第１実施形態の光配線盤１０の光モジュール収納ユニッ
ト１０ａに代えて設置できるものである。なお、モジュール収納部には、符号４２を付す
。
【００３２】
前記モジュール支持部４１は、ダクト２０ｃに沿って延在する支持壁４３の上部に突設さ
れたリブ状の係合片である。前記支持壁４３は、クランプ２０ｄの支持材を兼ねるもので
あり、その上部には、前記クランプ２０ｄが固定された固定片４４が突設されている。
【００３３】
図１３は光モジュール２１を所定の収納位置に収納した状態、図１４は光モジュール２１
を中間位置に支持した状態を示す。なお、前記「所定の収納位置」は、前記第１実施形態
にて説明した通り、挿入方向ストッパ２０ｆに光モジュール２１が突き当たった位置であ
り、「中間位置」は、前記所定の収納位置よりも作業空間１３側にずれており、モジュー
ル収納部４２に収納された光モジュール２１から突設されたラッチ４５を前記モジュール
支持部４１である係合片に係合できる位置である。
【００３４】
図１３、図１４において、ラッチ４５は、光コネクタ２２近傍にて光モジュール２１の下
部にヒンジ部４５ａを介して回転自在に連結されており、前記ヒンジ部４５ａを中心とす
る回転により、モジュール台２０ａの作業空間１３側の端部に設けられた係合片２０ｇや
前記モジュール支持部４１に対して係脱自在になっている。
図１５は、前記係合片２０ｇに対するラッチ４５の係合状態を示す拡大側面図、図１６は
前記モジュール支持部４１に対するラッチ４５の係合状態を示す拡大側面図（図１４の領
域Ｂの拡大図）である。
図１５、図１６に示すように、具体的には、前記ラッチ４５は、プラスチック等の合成樹
脂製の光モジュール２１と一体成形によりＬ字状に形成され、前記光モジュール２１との
間を連結する薄肉部を前記ヒンジ部４５ａとして機能させることで、光モジュール２１に
対して回転自在になっている。
【００３５】
図１５に示すように、このラッチ４５は、前記ヒンジ部４５ａに連続する幹部４５ｂと、
この幹部４５ｂの前記ヒンジ部４５ａから離間された先端から垂直に延びる係合先端部４
５ｃとを備えるＬ字状であり、前記幹部４５ｂからＬ字の内角側に突設された小突起４５
ｄを前記モジュール台２０ａの係合片２０ｇの図示しない穴に挿入して位置決めし、さら
に、前記係合先端部４５ｃからＬ字の内角側に突設された爪４５ｅを前記係合片２０ｇに
係合させることで、係合片２０ｇに位置ずれを生じること無く安定に係合される。これに
より、モジュール収納部４２の所定の収納位置に収納された光モジュール２１を、ラッチ
４５を介してモジュール台２０ａに安定支持でき、ぐらつき等を生じない安定な収納状態
が得られるから、光モジュール２１の振動等が光通信に悪影響を与えることを防止できる
。
光ファイバ５０の接続を完了して所定の収納位置に収納した光モジュール２１は、ラッチ
４５を係合片２０ｇに係合させ、これらラッチ４５と係合片２０ｇとからなる固定手段で
所定の収納位置に固定するので、中間位置への引き出し対象の光モジュール２１を正確に
引き出せることは、第１実施形態と同様である。また、引き出す対象の光モジュール２１
の引き出しを行っても、固定手段によって固定された光モジュール２１には位置ずれ等の
不都合が生じないことも、第１実施形態と同様である。
【００３６】
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このラッチ４５は、Ｌ字の外角側に突設されたレバー４５ｆを操作することで回転自在で
あり、例えば、図１５中、モジュール収納部４２の所定の収納位置に収納された光モジュ
ール２１のラッチ４５を作業空間１３側からの前記レバー４５ｆの手動操作によって待機
位置（符号４５の仮想線）から下方へ回転させ、モジュール台２０ａの作業空間１３側の
端部に向けて押圧することで、前記モジュール台２０ａの係合片２０ｇに係合させること
ができる。逆に、前記係合片２０ｇに係合されたラッチ４５を、作業空間１３側からの前
記レバー４５ｆの手動操作によって上方へ引き上げるようにすることで、係合片２０ｇと
の係合を解除できる。なお、ラッチ４５は、前記待機位置に移動されることで、Ｌ字の外
角側に突設された小突起４５ｇが光モジュール２１の保持突起２１ｃと係脱自在に係合し
、レバー４５ｆの操作等により強制的に離脱操作を行わない限り待機位置から離脱しない
ようになるので、この状態では、モジュール収納部２０に対して光モジュール２１を挿入
方向、引出方向に移動しても、ラッチ４５がモジュール台２０ａに不用意に接触する等の
不都合を生じないため、移動を円滑に行うことができる。
【００３７】
図１４および図１６に示すように、前記ラッチ４５が前記モジュール支持部４１の直上と
なるように光モジュール２１を配置し（中間位置）、前記ラッチ４５を下方へ回転してモ
ジュール支持部４１である係合片に対して爪４５ｅの係合によって係脱可能に係合すれば
、光モジュール２１は、このモジュール支持部４１によってぐらつかないように安定に支
持される。「中間位置」は、所定の収納位置よりも作業空間１３側であり、中間位置に配
置された光モジュール２１の光コネクタ２２はコネクタ配列領域３２よりも作業空間１３
側にずれるので、この光コネクタ２２に対する光ファイバ５０の接続、切替接続、撤去等
の作業は、コネクタ配列領域３２近傍に配線された光ファイバ５０と干渉すること無く、
効率良く行うことができる。このとき、光モジュール２１は、モジュール台２０ａや上部
プレート３０のガイド溝２０ｂ、３１にガイド片２１ａや鍔部２１ｂが挿入されており、
しかも、ラッチ４５を介してモジュール支持部４１に安定支持されているため、光コネク
タ２２に対する光ファイバ５０の接続、切替接続、撤去等を行っても位置ずれを生じるこ
とは無く、作業を効率良く行うことができる。中間位置に配置される光モジュール２１は
、作業空間１３側から所定の収納位置への挿入途中の光モジュール２１や、一旦所定の収
納位置に収納されてから引き出された光モジュール２１であり、いずれもモジュール支持
部４１にラッチ４５を係合して光ファイバ５０の接続、切替接続、撤去等の作業を行った
後、所定の収納位置に収納することで、再度、中間位置に引出可能である。
また、前記中間位置は、光モジュール２１の厚さ方向一方または両方の側面に設けられて
いる表示３３が、高密度配線領域３４（図１４参照）よりも作業空間１３側にて露出され
る位置に設定され、この位置であれば中間位置に配置された光モジュール２１の表示３３
を容易に視認でき、表示３３により回線番号等を確認しながら、光ファイバ５０の接続、
切替接続、撤去等の作業を正確に行える。
【００３８】
図１７に示す表示４９は、多連の光コネクタ２２の各接続端子に対応して、個別に回線番
号を付したものであり、図１７中、回線番号を示す数字が縦に配列されている。この表示
４９は、光モジュール２１の引き出し方向に垂直に細長く延在する領域に形成されるから
、モジュール収納部２０からの光モジュール２１の引き出し寸法が比較的小さくても、こ
の表示４９を高密度配線領域３４よりも作業空間１３側で露出させることができ、しかも
、露出位置では露出面積を充分に確保できるため、大量の情報を効率良く表示できるとい
った利点がある。
【００３９】
なお、本発明は、前記した実施の形態に限定されず、各種変更が可能である。本発明の適
用対象は、光配線盤の光モジュール収納ユニットに限定されず、例えば、光成端箱、光接
続箱等、光モジュールを引き出し可能に収納する各種ユニット（これを「光モジュール収
納ユニット」と総称している）に適用可能である。また、モジュール支持部としては、前
記の実施の形態に限定されず、各種構成が採用可能である。要は、モジュール支持部は、
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所定の収納位置よりも引出方向側にずれた位置である中間位置にてモジュール収納部に収
納された光モジュールを安定支持する構成であれば良く、各種構成が採用可能である。こ
の光モジュール収納ユニットでは、作業対象外の光モジュールの光コネクタや、この光コ
ネクタに作業空間側から接続された光ファイバとの干渉を回避する以外、光モジュール収
納ユニット自体に設けられている様々な部品との接触を回避して、作業目的の光モジュー
ルの光コネクタに対する光ファイバの接続、切替接続、撤去等を効率良く行えるといった
利点もあ
【００４０】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明の光モジュール収納ユニットによれば、所定の収納位置より
も引出方向側にずれた位置にてモジュール収納部に収納された光モジュールをモジュール
支持部で

安定支持することで、この光モジュールに設けられた光コネクタに対する光ファイバ
の接続等の作業を、周囲の光ファイバ等との干渉を回避しつつ効率良く行え、作業性を向
上できる。特に、光モジュールが複数配列収納されるモジュール収納部では、作業対象の
目的の光モジュールの光コネクタを、各光モジュールの光コネクタに接続された光ファイ
バが高密度に配線された領域を避けた位置に移動し、前記モジュール支持部によって光モ
ジュールを支持することで、前記光コネクタに対する光ファイバの接続等の作業を効率良
く行うことができるといった優れた効果を奏する。
【００４２】
請求項 記載の光モジュール収納ユニットによれば、所定の収納位置よりも引出方向側に
ずれた位置にてモジュール収納部に収納された光モジュールをモジュール支持部で支持し
た際に、光モジュールの前記モジュール収納部からの引出方向に垂直な両側または片側に
存在する側面に備えた表示が視認可能になるため、この表示によって示された光ファイバ
の種類等の情報を容易に確認することができ、この表示の情報によって、光モジュールの
光コネクタに対する光ファイバの接続、切替接続、撤去等の作業を正確に行うことができ
るといった優れた効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の１実施形態の光配線盤を示す正面図である。
【図２】図１の光配線盤に搭載される光モジュール収納ユニットを示す正面図である。
【図３】図２の光モジュール収納ユニットを示す平面図である。
【図４】図２の光モジュール収納ユニットを示す側面図である。
【図５】図２の光モジュール収納ユニットのモジュール収納部の所定の収納位置への光モ
ジュールの収納手順を示す図であって、（ａ）はモジュール支持部を上昇回転した状態、
（ｂ）は上昇回転を完了したモジュール支持部を作業空間とは逆の方向にスライド移動し
た状態、（ｃ）は（ｂ）のスライド移動の完了後、モジュール支持部を降下させた状態を
示す。
【図６】図５（ｃ）の状態における光モジュール収納ユニット全体を示す側面図である。
【図７】図２の光モジュール収納ユニットのモジュール収納部の所定の収納位置への光モ
ジュールの収納後、モジュール支持部をセットする手順を示す図であって、（ａ）は図５
（ｃ）の状態のモジュール支持部を上昇回転した状態、（ｂ）は（ａ）の完了後、モジュ
ール支持部を作業空間側へスライド移動した状態、（ｃ）は（ｂ）のスライド移動の完了
後、モジュール支持部を降下させた状態を示す。
【図８】モジュール収納部の所定の収納位置から中間位置側に引き出した光モジュールに
よって、モジュール支持部を押し上げた状態を示す側面図である。
【図９】モジュール収納部の所定の収納位置から中間位置に引き出した光モジュールの鍔
部を、モジュール支持部のストッパ部材のスリットに収納した状態を示す側面図である。
【図１０】図９の鍔部およびスリットの近傍を示す図であって、（ａ）は拡大側面図、（
ｂ）は拡大平面図である。
【図１１】本実施形態の第２実施形態の光配線盤に適用される光モジュール収納ユニット
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る。

モジュール収納部に対する押し込み、引き出しのいずれの方向にも移動しないよ
うに

３



を示す正面図である。
【図１２】図１１の光モジュール収納ユニットを示す平面図である。
【図１３】図１１の光モジュール収納ユニットを示す側面図である。
【図１４】中間位置に配置した光モジュールから突設されているラッチを、モジュール支
持部である係合片に係合させた状態を示す側面図である。
【図１５】図１１の光モジュール収納ユニットのモジュール収納部の所定の収納位置に収
納された光モジュールから突設されているラッチを、モジュール台の係合片に係合させた
状態を示す側面図である。
【図１６】図１４の領域Ｂを示す拡大側面図である。
【図１７】光モジュールに設けられる表示の他の例を示す側面図である。
【図１８】従来例のモジュール収納部が適用された光配線盤を示す図であって、（ａ）は
前記モジュール収納部近傍を示す正面図、（ｂ）は側断面図である。
【符号の説明】
１０ａ…光モジュール収納ユニット、１２…光ファイバ、１６，１７，５０…光ファイバ
、２０…モジュール収納部、 ２０ｇ…固定手段（係合片）、２１
…光モジュール、 ２２…光コネクタ、２３…モジュール支持部、３３，４
９…表示、４０…光モジュール収納ユニット、４１…モジュール支持部、４２…モジュー
ル収納部、４５…固定手段（ラッチ）。
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２０ａ…モジュール台、
２１ｂ…鍔部、



【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】
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