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(57)【要約】
【課題】情報通信の有無を表示することにより通信ケー
ブルの誤抜を抑制することが可能であり、低コストで、
かつ、情報通信の有無の確認作業が容易な信号検知装置
を提供する。
【解決手段】信号検知装置１は、通信ケーブルが接続さ
れる複数のコネクタ５を有する可視化装置２と、検知対
象となるコネクタ５毎に設けられ、当該コネクタ５に接
続された通信ケーブルが伝送する信号の一部を分岐させ
て取り出し、当該取り出した信号に基づき情報通信の有
無を表示する複数の検知回路４と、可視化装置２に設け
られたカードコネクタ１１に挿抜自在に設けられ、少な
くとも各検知回路４の一部が搭載された検知カード３と
、を備えている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信ケーブルが接続される複数のコネクタを有する可視化装置と、
　検知対象となる前記コネクタ毎に設けられ、当該コネクタに接続された前記通信ケーブ
ルが伝送する信号の一部を分岐させて取り出し、当該取り出した信号に基づき情報通信の
有無を表示する複数の検知回路と、
　前記可視化装置に設けられたカードコネクタに挿抜自在に設けられ、少なくとも前記各
検知回路の一部が搭載された検知カードと、を備えた、
　信号検知装置。
【請求項２】
　前記各検知回路は、前記通信ケーブルが伝送する信号の一部を分岐させて取り出した信
号を、増幅して出力する増幅回路をそれぞれ備え、
　前記各検知回路の前記増幅回路が、前記検知カードに搭載されている、
　請求項１に記載の信号検知装置。
【請求項３】
　前記各検知回路は、前記通信ケーブルが伝送する信号の一部を分岐させて取り出した信
号を、直流に整流して出力する整流回路をそれぞれ備え、
　前記各検知回路の前記整流回路が、前記検知カードに搭載されている、
　請求項１または２に記載の信号検知装置。
【請求項４】
　前記各検知回路は、前記整流回路の出力電圧が、予め設定した閾値電圧以上であるとき
、所定の電圧の直流信号を出力する比較回路をそれぞれ備え、
　前記各検知回路の前記比較回路が、前記検知カードに搭載されている、
　請求項３に記載の信号検知回路。
【請求項５】
　前記各検知回路に電源を供給するバッテリを備え、
　前記バッテリが、前記検知カードに搭載されている、
　請求項１乃至４の何れか１項に記載の信号検知装置。
【請求項６】
　前記各検知回路は、情報通信の有無を発光素子の発光により表示する発光回路をそれぞ
れ備え、
　前記各検知回路の前記発光回路が、前記検知カードに搭載されている、
　請求項１乃至５の何れか１項に記載の信号検知装置。
【請求項７】
　前記可視化装置は、前面にフロントパネルを有する筐体を備え、
　前記複数のコネクタの少なくとも一部は、前記フロントパネルに幅方向に整列して設け
られ、
　前記フロントパネルは、前記フロントパネルに整列して設けられた前記複数のコネクタ
の上方または下方に、前記検知カードを前記カードコネクタに挿入するための挿入口を有
し、
　前記検知カードは、その挿入方向における後端面に、前記発光回路の発光を確認するた
めの複数の発光部を有し、
　前記発光部は、幅方向に離間して設けられ、前記検知カードを前記カードコネクタに挿
入した際に、対応する前記コネクタの上方または下方に位置するように設けられている、
　請求項６に記載の信号検知装置。
【請求項８】
　前記可視化装置は、複数対の前記コネクタと、対となる前記コネクタ同士を接続する伝
送線路と、を備え、
　前記検知回路は、前記コネクタの対毎に設けられ、前記伝送線路から分岐した分岐伝送
線路が前記検知回路に接続されるように構成されている、
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　請求項１乃至７の何れか１項に記載の信号検知装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、信号検知装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　データセンタなどにおいては、サーバやハブなどの情報通信機器のレイアウト変更や移
動、あるいは増設などに伴い、ＬＡＮ（Local Area Network）ケーブルなどの通信ケーブ
ルの接続変更が行われる。
【０００３】
　通信ケーブルの接続の有無を判定するために、情報通信機器には、通信ケーブルの接続
を確認する接続確認用のランプを有するものがある。
【０００４】
　また、通信ケーブルのコネクタの挿入や除去を検出し、通信ケーブルの接続を監視する
ものも提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特表２０１２－５０８９５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述の従来技術では、通信ケーブルが物理的に接続されているか否かを
確認することができるのみであり、実際に通信ケーブルを用いて通信が行われているか否
か、すなわち情報通信の有無を確認することができないという問題がある。
【０００７】
　そのため、通信中であることに気付かずに誤って通信ケーブルを抜いてしまうおそれが
あり、情報通信機器のサービスの停止や転送中のデータの破損などの不具合が生じてしま
うことも考えられる。特に、データセンタの重要回線等においては、通信ケーブルの誤抜
は大きな損害（リスク）となる。
【０００８】
　また、データセンタ等においては、情報通信の有無を検知する信号検知装置が多数必要
となる場合があり、低コスト化、および情報通信の有無の確認作業の簡易化が要求されて
いる。
【０００９】
　そこで、本発明は、情報通信の有無を表示することにより通信ケーブルの誤抜を抑制す
ることが可能であり、低コストで、かつ、情報通信の有無の確認作業が容易な信号検知装
置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、上記課題を解決することを目的として、通信ケーブルが接続される複数のコ
ネクタを有する可視化装置と、検知対象となる前記コネクタ毎に設けられ、当該コネクタ
に接続された前記通信ケーブルが伝送する信号の一部を分岐させて取り出し、当該取り出
した信号に基づき情報通信の有無を表示する複数の検知回路と、前記可視化装置に設けら
れたカードコネクタに挿抜自在に設けられ、少なくとも前記各検知回路の一部が搭載され
た検知カードと、を備えた、信号検知装置を提供する。
【発明の効果】
【００１１】
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　本発明によれば、情報通信の有無を表示することにより通信ケーブルの誤抜を抑制する
ことが可能であり、低コストで、かつ、情報通信の有無の確認作業が容易な信号検知装置
を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の一実施の形態に係る信号検知装置を示す図であり、（ａ）は外観を示す
斜視図、（ｂ）は概略構成図である。
【図２】（ａ），（ｂ）は、図１の信号検知装置において、筐体を省略した可視化装置の
斜視図である。
【図３】図１の信号検知装置において、カード側回路基板の斜視図である。
【図４】（ａ），（ｂ）は、本発明の一変形例に係る信号検知装置の外観を示す斜視図で
ある。
【図５】図４の信号検知装置の概略構成図である。
【図６】図４の信号検知装置において、筐体を省略した可視化装置の斜視図である。
【図７】図４の信号検知装置において、カード側回路基板の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
［実施の形態］
　以下、本発明の実施の形態を添付図面にしたがって説明する。
【００１４】
　図１は、本実施の形態に係る信号検知装置を示す図であり、（ａ）は外観を示す斜視図
、（ｂ）は概略構成図である。また、図２（ａ），（ｂ）は、筐体を省略した可視化装置
の斜視図、図３はカード側回路基板の斜視図である。
【００１５】
　図１～３に示すように、信号検知装置１は、可視化装置２と、検知カード３と、を備え
、これら可視化装置２と検知カード３に複数の検知回路４を搭載して構成されている。
【００１６】
（可視化装置２の説明）
　可視化装置２は、差動信号を伝送する通信ケーブル（不図示）が接続される複数のコネ
クタ５を有している。
【００１７】
　通信ケーブルとしては、汎用のＬＡＮ（Local Area Network）ケーブルを用いることが
できる。本実施の形態では、通信ケーブルとして、差動信号を伝送する信号線を４対（合
計８本）有するものを用いた。
【００１８】
　本実施の形態では、可視化装置２は、複数対のコネクタ５を備え、対となるコネクタ５
に接続された通信ケーブル同士を接続するように構成されている。すなわち、可視化装置
２は、中継器またはパッチパネルと呼称される通信機器である。コネクタ５は、例えば、
ＲＪ４５規格に準拠したジャックコネクタであり、通信ケーブルの端部に設けられたコネ
クタ（例えばＲＪ４５規格に準拠したプラグコネクタ）を接続可能に構成されている。
【００１９】
　コネクタ５は、回路基板６に実装されている。本実施の形態では、通信ケーブルとして
、差動信号を伝送する信号線を４対有するものを用いているため、対となるコネクタ５間
には、４対の信号線に対応する４対の伝送線路７を有する信号伝送部８がそれぞれ形成さ
れることになる。伝送線路７は、対となるコネクタ５の対応する端子同士を接続するよう
に形成される。
【００２０】
　信号伝送部８は、回路基板６に搭載される。本実施の形態では、信号伝送部８には、コ
ネクタ５で発生した対間クロストークを補正するための補正回路９が備えられている。
【００２１】
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　ここでは、可視化装置２が６対のコネクタ５を有している場合について説明するが、コ
ネクタ５の数はこれに限定されるものではない。また、ここでは、可視化装置２が中継器
（パッチパネル）としての役割を果たす場合を説明するが、可視化装置２は他の通信機器
、例えばネットワークスイッチやサーバの一部であってもよく、コネクタ５が対となって
いなくてもよい。
【００２２】
　可視化装置２は、フロントパネル１０ａを有する略直方体形状の筐体１０を備え、当該
筐体１０内に回路基板６を収容して構成される。以下、図１（ａ）における左右方向を幅
方向、上下方向を高さ方向、左手前から右奥方向を奥行方向と呼称する。
【００２３】
　フロントパネル１０ａには、６つのコネクタ５が幅方向に整列して設けられている。フ
ロントパネル１０ａと対向するリアパネル（不図示）には、フロントパネル１０ａ側に配
置された６つのコネクタ５と対になる６つのコネクタ５が幅方向に整列して設けられてい
る。
【００２４】
　また、可視化装置２の回路基板６には、検知カード３が挿入されるカードコネクタ１１
が搭載されている。ここでは、回路基板６の幅方向における端部（図２（ａ）における右
側の端部）に、カードコネクタ１１を設けた場合を示しているが、カードコネクタ１１の
搭載位置は適宜変更可能である。フロントパネル１０ａには、検知カード３をカードコネ
クタ１１に挿入するための挿入口１２が形成されている。本実施の携帯では、検知カード
３は、フロントパネル１０ａ側から、奥行方向に沿ってカードコネクタ１１に挿入される
ことになる。
【００２５】
　可視化装置２の回路基板６には、後述する発光回路２４の発光素子（発光ダイオード）
２４ａが搭載されている。発光素子２４ａは、回路基板６のフロントパネル１０ａ側の端
部に、その発光部がフロントパネル１０ａ側に臨むように配置されている。発光素子２４
ａは、フロントパネル１０ａ側に配置されたコネクタ５の上方（回路基板６を挟んで対向
する位置）にそれぞれ配置されている。フロントパネル１０ａの発光素子２４ａと対向す
る位置には、発光素子２４ａの発光を確認するための発光部１３がそれぞれ形成されてい
る。
【００２６】
（検知カード３の説明）
　検知カード３は、可視化装置２に設けられたカードコネクタ１１に挿抜自在に設けられ
、少なくとも各検知回路４の一部が搭載されるものである。検知回路４の詳細は後述する
。
【００２７】
　検知カード３は、挿入方向前方が開口した略直方体形状の筐体１４と、筐体１４内に収
容された検知カード側回路基板１５と、を備え、全体としてカード状（板状）に形成され
ている。この検知カード側回路基板１５に、後述する検知回路４の一部が搭載されること
になる。
【００２８】
　検知カード側回路基板１５の挿入方向前方の端部には、電極（パッド）が整列配置され
てカードエッジコネクタ１６が形成されている。検知カード３をカードコネクタ１１に挿
入することで、カードエッジコネクタ１６の各電極がカードコネクタ１１内の接続端子（
不図示）に電気的に接続され、検知カード側回路基板１５と可視化装置２の回路基板６と
が電気的に接続される。
【００２９】
（検知回路４の説明）
　検知回路４は、検知対象となるコネクタ５毎に設けられ、当該コネクタ５に接続された
通信ケーブルが伝送する信号の一部を分岐させて取り出し、当該取り出した信号に基づき
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情報通信の有無を表示するものである。ここでは、可視化装置２が６対のコネクタ５を備
えているため、対毎に合計６つの検知回路４が備えられる。なお、図１（ｂ）では、２つ
の検知回路４のみを示している。
【００３０】
　各検知回路４は、整合回路２０、増幅回路２１、整流回路２２、比較回路２３、発光回
路２４を順次接続して構成されている。
【００３１】
　整合回路２０は、所定の周波数帯にてインピーダンス整合をとるためのものである。本
実施の形態では、通信ケーブルが伝送する信号の一部を分岐させて取り出しているため、
整合回路２０は、通信ケーブルから取り出す信号のレベルを調整する役割も兼ねることに
なる。
【００３２】
　本実施の形態では、対応するコネクタ５の対間における任意の伝送線路７の対から分岐
した分岐伝送路７ａが、検知回路４の整合回路２０に入力される。整合回路２０は、例え
ば、抵抗回路からなる。
【００３３】
　増幅回路２１は、通信ケーブルの任意の信号線（伝送線路７）から整合回路２０を介し
て取り出した信号を増幅して後段の整流回路２２に出力する回路である。増幅回路２１と
しては、例えば、エミッタ接地回路を用いることができる。なお、増幅回路２１の具体的
な構成は、これに限定されない。本実施の形態では、増幅回路２１を１段構成としている
が、増幅回路２１を多段構成としても構わない。
【００３４】
　整流回路２２は、増幅回路２１が増幅した交流の信号を直流に整流して後段の比較回路
２３に出力するものである。整流回路２２としては、公知の全波整流回路や半波整流回路
を用いることができる。
【００３５】
　比較回路２３は、整流回路２２の出力電圧が、予め設定した閾値電圧（オフセット電圧
）以上であるとき、オンとなり、所定の電圧の直流信号を後段の発光回路２４に出力する
回路である。
【００３６】
　比較回路２３を備えることにより、比較回路２３のオフセット電圧を低く設定しておけ
ば、整流回路２２からの出力電圧が小さい場合であっても、一定の電圧の信号を発光回路
２４に出力することが可能になり、発光回路２４を安定して動作させることが可能になる
。そのため、整合回路２０の抵抗Ｒｉｎの抵抗値を大きくして、通信ケーブルから取り出
す信号のレベルを小さくすることが可能となり、反射損失や挿入損失を抑制して通信ケー
ブルを伝送する信号の信号品質の劣化を抑制することが可能になる。
【００３７】
　また、通信ケーブルが接続される通信装置によって通信ケーブルを伝送される信号の信
号強度が異なったり、通信ケーブルが長短により信号強度が異なったりする場合も考えら
れるが、比較回路２３を備えることで、たとえ通信ケーブルを伝送される信号の信号強度
が小さい場合であっても、発光回路２４を安定して動作させることが可能になる。さらに
、整流回路２２からの出力電圧を小さくできるため、増幅回路２１の出力電力を小さくす
ることができ、消費電力を抑制すると共に、増幅回路２１の出力信号が通信ケーブルに進
行することによる信号品質の劣化を抑制することも可能になる。
【００３８】
　発光回路２４は、発光ダイオード等の発光素子２４ａを備え、比較回路２３からの出力
に基づき、発光素子２４ａの発光により情報通信の有無を表示するものである。本実施の
形態では、発光回路２４は、比較回路２３からの出力がオンとなっているとき、すなわち
、比較回路２３が所定の電圧の信号を出力しているときに発光素子２４ａを発光させるよ
うに構成されている。
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【００３９】
　なお、発光回路２４の構成はこれに限定されるものではなく、例えば、発光色の異なる
２つの発光素子（発光ダイオード）を備え、情報通信の有無を、異なる色の発光により表
示するよう発光回路２４を構成してもよい。より具体的には、例えば、情報通信が有ると
き（比較回路２３がオンのとき）に青色の発光素子を発光させ、情報通信が無いとき（比
較回路２３がオフのとき）に赤色の発光素子を発光させるように発光回路２４を構成して
もよい。
【００４０】
　本実施の形態に係る信号検知装置１では、各検知回路４の整合回路２０と発光回路２４
とを可視化装置２に搭載し、各検知回路４の増幅回路２１と整流回路２２と比較回路２３
とを検知カード３に搭載している。
【００４１】
　各検知回路４の整合回路２０と発光回路２４とは、可視化装置２の回路基板６に搭載さ
れ、各検知回路４の増幅回路２１と整流回路２２と比較回路２３とは、検知カード３の検
知カード側回路基板１５に搭載されている。
【００４２】
　整合回路２０の出力と増幅回路２１の入力、および、比較回路２３の出力と発光回路２
４の入力とは、カードコネクタ１１（およびカードエッジコネクタ１６）を介して電気的
に接続されることになる。
【００４３】
　検知カード３は可視化装置２毎に備えられる必要はなく、複数の可視化装置２で共通で
使用することができる。そのため、検知カード３に各検知回路４の一部（ここでは増幅回
路２１と整流回路２２と比較回路２３）を搭載し、可視化装置２の数よりも検知カード３
の数を少なくすることで、システム全体における低コスト化が可能になる。換言すれば、
各可視化装置２に検知回路４の全ての構成を搭載する必要がなくなり、低コスト化が可能
になる。また、検知回路４の全ての構成を可視化装置２に搭載した場合と比較して、可視
化装置２を小型化できる。
【００４４】
　また、本実施の形態では、検知カード３をカードコネクタ１１に挿し込むのみで情報通
信の有無を確認できるため、情報通信の有無の確認作業が容易である。また、検知カード
３がカード状に形成されているため、作業者が携帯し易い。
【００４５】
　さらに、増幅回路２１を検知カード３に搭載することで、増幅回路２１の出力信号が通
信ケーブルに進行することによる信号品質の劣化を抑制することも可能になる。
【００４６】
　本実施の形態では、さらに、各検知回路４に電源を供給するバッテリ２５を検知カード
３に搭載しており、このバッテリ２５から、各検知回路４の増幅回路２１、比較回路２３
、および発光回路２４に電源供給がなされるように構成されている。本実施の形態では、
発光回路２４が可視化装置２側に搭載されているため、バッテリ２５から発光回路２４へ
の電源供給は、カードコネクタ１１（およびカードエッジコネクタ１６）を介して行われ
ることになる。
【００４７】
　本実施の形態では、回路基板６の幅方向における一側にカードコネクタ１１を設けてい
るため、カードコネクタ１１と反対側に配置されたコネクタ５までの配線距離が長くなる
。そのため、整合回路２０の出力と増幅回路２１の入力、および、比較回路２３の出力と
発光回路２４の入力とを接続する配線が長くなり、ノイズの影響を受けてしまう可能性が
ある。そこで、ノイズの影響による誤動作を抑制するために、整合回路２０の出力と増幅
回路２１の入力間、および、比較回路２３の出力と発光回路２４の入力間の配線は、スト
リップ構造等のシールド配線とすることが望ましい。ここでは、回路基板６として多層基
板を用い、その内層に形成されたグランド層で挟まれた配線層を、整合回路２０の出力と
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増幅回路２１の入力間、および、比較回路２３の出力と発光回路２４の入力間の配線とし
て用いた。
【００４８】
　なお、本実施の形態では、各検知回路４の増幅回路２１と整流回路２２と比較回路２３
とを検知カード３に搭載したが、これに限定されず、増幅回路２１と整流回路２２と比較
回路２３のいずれか１つ、または２つのみを検知カード３に搭載するように構成すること
も可能である。ただし、低コスト化の観点から、できるだけ検知カード３に搭載する回路
を多くすることが望ましいといえる。
【００４９】
　また、各検知回路４の発光回路２４を検知カード３に搭載してもよい。
【００５０】
　この場合、図４～７に示すように、検知カード３に発光部１３が設けられることになる
。よって、各発光部１３がどのコネクタ５に対応するか認識しやすいように、検知カード
３の挿入位置等を決定する必要がある。
【００５１】
　ここでは、回路基板６の上側の面（コネクタ５を搭載した側と反対側の面）にカードコ
ネクタ１１を搭載すると共に、フロントパネル１０ａに整列して設けられた６つのコネク
タ５の上方に挿入口１２を形成し、この挿入口１２から検知カード３を挿入するように構
成した。
【００５２】
　発光素子２４ａは、検知カード側回路基板１５のカードエッジコネクタ１６と反対側の
端部（検知カード３の挿入方向における後端部）に、その発光部が挿入方向後方に臨むよ
うに配置される。検知カード３の筐体１４における挿入方向における後端面には、発光素
子２４ａと対応するように、発光を確認するための発光部１３が形成される。発光部１３
は、幅方向に離間して設けられ、検知カード３をカードコネクタ１１に挿入した際に、対
応するコネクタ５の上方に位置するように設けられている。
【００５３】
　なお、ここではコネクタ５の上方に検知カード３を挿入するように構成する場合を説明
したが、コネクタ５の下方に検知カード３を挿入するように構成してもよい。この場合、
発光部１３が対応するコネクタ５の下方に位置するように設けられることになる。
【００５４】
　各検知回路４の増幅回路２１と整流回路２２と比較回路２３に加えて、さらに発光回路
２４を検知カード３に搭載することで、検知カード３に搭載する回路を多くしてさらなる
低コスト化が可能になる。また、検知カード３に搭載されたバッテリ２５から可視化装置
２側に電源供給を行う必要もなくなるので、全体の構成をより簡易化することが可能にな
る。
【００５５】
　また、図４～７のように回路基板６の上側の面（コネクタ５を搭載した側と反対側の面
）にカードコネクタ１１を搭載する構成とすることで、カードコネクタ１１と各コネクタ
５間の配線距離が短くなる。よって、整合回路２０の出力と増幅回路２１の入力間の配線
がノイズの影響を受けにくくなり、ストリップ構造の配線等を用いずとも、ノイズの影響
による誤作動が発生しにくくなる。
【００５６】
　なお、図示していないが、さらに、各検知回路４の整合回路２０も検知カード３に搭載
してもよい。この場合、検知回路４の全ての構成が検知カード３に搭載されることになり
、さらなる低コスト化が可能になる。
【００５７】
　（実施の形態の作用及び効果）
　以上説明したように、本実施の形態に係る信号検知装置１では、通信ケーブルが接続さ
れる複数のコネクタ５を有する可視化装置２と、検知対象となるコネクタ５毎に設けられ
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、当該コネクタ５に接続された通信ケーブルが伝送する信号の一部を分岐させて取り出し
、当該取り出した信号に基づき情報通信の有無を表示する複数の検知回路４と、可視化装
置２に設けられたカードコネクタ１１に挿抜自在に設けられ、少なくとも各検知回路４の
一部が搭載された検知カード３と、を備えている。
【００５８】
　検知回路４を備えることにより、通信ケーブルが信号を伝送しているか否かを検知し、
通信ケーブルの誤抜を抑制することが可能になる。また、検知回路４により情報通信が無
い通信ケーブルを容易に確認できるため、通信ケーブルを抜去する際の作業効率を向上で
きる。
【００５９】
　また、検知回路４の一部を検知カード３に搭載することで、検知回路４の一部を複数の
可視化装置２で共用することが可能になり、低コスト化が可能になる。
【００６０】
　さらに、本実施の形態では、検知カード３を可視化装置２に差し込むだけで情報通信の
有無を検知できるため、情報通信の有無の確認作業が容易である。また、検知カード３が
カード状に形成されているため、例えば箱形とした場合と比較してかさばらず、作業者が
携帯し易い。
【００６１】
（実施の形態のまとめ）
　次に、以上説明した実施の形態から把握される技術思想について、実施の形態における
符号等を援用して記載する。ただし、以下の記載における各符号等は、特許請求の範囲に
おける構成要素を実施の形態に具体的に示した部材等に限定するものではない。
【００６２】
［１］通信ケーブルが接続される複数のコネクタ（５）を有する可視化装置（２）と、検
知対象となる前記コネクタ（５）毎に設けられ、当該コネクタ（５）に接続された前記通
信ケーブルが伝送する信号の一部を分岐させて取り出し、当該取り出した信号に基づき情
報通信の有無を表示する複数の検知回路（４）と、前記可視化装置（２）に設けられたカ
ードコネクタ（１１）に挿抜自在に設けられ、少なくとも前記各検知回路（４）の一部が
搭載された検知カード（３）と、を備えた、信号検知装置（１）。
【００６３】
［２］前記各検知回路（４）は、前記通信ケーブルが伝送する信号の一部を分岐させて取
り出した信号を、増幅して出力する増幅回路（２１）をそれぞれ備え、前記各検知回路（
４）の前記増幅回路（２１）が、前記検知カード（３）に搭載されている、［１］に記載
の信号検知装置（１）。
【００６４】
［３］前記各検知回路（４）は、前記通信ケーブルが伝送する信号の一部を分岐させて取
り出した信号を、直流に整流して出力する整流回路（２２）をそれぞれ備え、前記各検知
回路（４）の前記整流回路（２２）が、前記検知カード（３）に搭載されている、［１］
または［２］に記載の信号検知装置（１）。
【００６５】
［４］前記各検知回路（４）は、前記整流回路（２２）の出力電圧が、予め設定した閾値
電圧以上であるとき、所定の電圧の直流信号を出力する比較回路（２３）をそれぞれ備え
、前記各検知回路（４）の前記比較回路（２３）が、前記検知カード（３）に搭載されて
いる、［３］に記載の信号検知回路（１）。
【００６６】
［５］前記各検知回路（４）に電源を供給するバッテリ（２５）を備え、前記バッテリ（
２５）が、前記検知カード（３）に搭載されている、［１］乃至［４］の何れか１項に記
載の信号検知装置（１）。
【００６７】
［６］前記各検知回路（４）は、情報通信の有無を発光素子の発光により表示する発光回
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カード（３）に搭載されている、［１］乃至［５］の何れか１項に記載の信号検知装置（
１）。
【００６８】
［７］前記可視化装置（２）は、前面にフロントパネル（１０ａ）を有する筐体（１０）
を備え、前記複数のコネクタ（５）の少なくとも一部は、前記フロントパネル（１０ａ）
に幅方向に整列して設けられ、前記フロントパネル（１０ａ）は、前記フロントパネル（
１０ａ）に整列して設けられた前記複数のコネクタ（５）の上方または下方に、前記検知
カード（３）を前記カードコネクタ（１１）に挿入するための挿入口（１２）を有し、前
記検知カード（３）は、その挿入方向における後端面に、前記発光回路（２４）の発光を
確認するための複数の発光部（１３）を有し、前記発光部（１３）は、幅方向に離間して
設けられ、前記検知カード（３）を前記カードコネクタ（１１）に挿入した際に、対応す
る前記コネクタ（５）の上方または下方に位置するように設けられている、［６］に記載
の信号検知装置（１）。
【００６９】
［８］前記可視化装置（２）は、複数対の前記コネクタ（５）と、対となる前記コネクタ
（５）同士を接続する伝送線路（７）と、を備え、前記検知回路（４）は、前記コネクタ
（５）の対毎に設けられ、前記伝送線路（７）から分岐した分岐伝送線路（７ａ）が前記
検知回路（４）に接続されるように構成されている、［１］乃至［７］の何れか１項に記
載の信号検知装置（１）。
【００７０】
　以上、本発明の実施の形態を説明したが、上記に記載した実施の形態は特許請求の範囲
に係る発明を限定するものではない。また、実施の形態の中で説明した特徴の組合せの全
てが発明の課題を解決するための手段に必須であるとは限らない点に留意すべきである。
【００７１】
　本発明は、その趣旨を逸脱しない範囲で適宜変形して実施することが可能である。
【符号の説明】
【００７２】
１…信号検知装置
２…可視化装置
３…検知カード
４…検知回路
５…コネクタ
７…伝送線路
７ａ…分岐伝送路
１０…筐体
１０ａ…フロントパネル
１１…カードコネクタ
１２…挿入口
１３…発光部
２０…整合回路
２１…増幅回路
２２…整流回路
２３…比較回路
２４…発光回路
２５…バッテリ
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