
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数本のコネクタ付き光ケーブルが導入されるクロージャ本体と、
　前記クロージャ本体内に導入された前記各コネクタ付き光ケーブルを前記クロージャ本
体に固定するためのケーブル固定手段と、
　前記クロージャ本体内に設けられ、前記各コネクタ付き光ケーブルのコネクタが接続さ
れる アダプタ部と、
　前記クロージャ本体内に設けられ、前記各コネクタ付き光ケーブルの余長が収納される
ケーブル余長収納部と、
　前記クロージャ本体の内部を保護するためのカバーと、
　前記クロージャ本体を吊り線に取り付けるための取付手段とを備え

ことを特徴とする光ケーブル接続用クロージャ。
【請求項２】
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アダプタを有する

、
　前記ケーブル余長収納部は、前記コネクタ付き光ケーブルの余長をガイドするための湾
曲状のガイド面を有するケーブルガイドと、前記ケーブルガイドに回動自在に結合され、
前記ケーブルガイドの外側の前記ガイド面にガイドされた前記コネクタ付き光ケーブルの
余長を保護するケーブル保護板とを有し、
　前記ケーブル保護板の先端部には爪部が設けられており、前記ケーブル保護板を前記ク
ロージャ本体側に倒して前記爪部を前記クロージャ本体に引っ掛けることで、前記ケーブ
ルガイドの外側の前記ガイド面にガイドされた前記コネクタ付き光ケーブルの余長を保護
するように構成されている



　前記アダプタ部は、上下２段に配置されており、
　上段の前記アダプタ部は、前記クロージャ本体に固定されたアダプタ取付部材に

回動可能に支持されていることを特徴とす
る請求項１記載の光ケーブル接続用クロージャ。
【請求項３】

記載の
光ケーブル接続用クロージャ
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、光通信ケーブル等の接続に用いられる光ケーブル接続用クロージャに関するも
のである。
【０００２】
【従来の技術】
一般に光ケーブル接続用クロージャとしては、光ケーブルから引き出された光コード同士
を接続するコネクタ等の接続部と、光コードの余長部分を巻回して収納する余長収納部と
を備えたものが知られている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
従来、光ケーブルの配線・接続作業が容易に行える屋外設置対応のコンパクトな光ケーブ
ル接続用クロージャはあったが、そのようなクロージャにおいて光コネクタ付き光ケーブ
ルの導入を考慮したものはほとんど無かった。
【０００４】
本発明の目的は、コネクタ付き光ケーブル同士を容易かつ確実に接続して保護することが
できる屋外設置型の光ケーブル接続用クロージャを提供することである。
【０００５】
　本発明の光ケーブル接続用クロージャは、複数本のコネクタ付き光ケーブルが導入され
るクロージャ本体と、クロージャ本体内に導入された各コネクタ付き光ケーブルをクロー
ジャ本体に固定するためのケーブル固定手段と、クロージャ本体内に設けられ、各コネク
タ付き光ケーブルのコネクタが接続される アダプタ部と、クロージャ本
体内に設けられ、各コネクタ付き光ケーブルの余長が収納されるケーブル余長収納部と、
クロージャ本体の内部を保護するためのカバーと、クロージャ本体を吊り線に取り付ける
ための取付手段とを備え

ことを特徴とするものである。
【０００６】
　このような光ケーブル接続用クロージャにおいては、クロージャ本体内にコネクタ付き
光ケーブルを導入し、ケーブル固定手段によりコネクタ付き光ケーブルをクロージャ本体
に固定する。そして、必要に応じてコネクタ付き光ケーブルの余長をケーブル余長収納部
に収納し、コネクタ付き光ケーブルのコネクタをアダプタ部に接続する。そして、クロー
ジャ本体にカバーを取り付ける。これにより、複数本のコネクタ付き光ケーブルをクロー
ジャ本体内に安定した状態で収納した上で、コネクタ付き光ケーブル同士を容易に接続す
ることができる。また、カバーを設けることにより、光ケーブル接続用クロージャを屋外
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、前記
クロージャ本体に対して水平な状態から上方に

　前記取付手段は、前記吊り線を把持する１対の把持部材を有し、
　前記各把持部材の一方の側面には、前記吊り線と係合する第１把持用溝部が設けられ、
前記各把持部材の他方の側面には、前記吊り線と係合し前記第１把持用溝部よりも小さい
寸法を有する第２把持用溝部が設けられていることを特徴とする請求項１又は２に

。

アダプタを有する

、ケーブル余長収納部は、コネクタ付き光ケーブルの余長をガイ
ドするための湾曲状のガイド面を有するケーブルガイドと、ケーブルガイドに回動自在に
結合され、ケーブルガイドの外側のガイド面にガイドされたコネクタ付き光ケーブルの余
長を保護するケーブル保護板とを有し、ケーブル保護板の先端部には爪部が設けられてお
り、ケーブル保護板をクロージャ本体側に倒して爪部をクロージャ本体に引っ掛けること
で、ケーブルガイドの外側のガイド面にガイドされたコネクタ付き光ケーブルの余長を保
護するように構成されている



設置した状態において、クロージャ内への水の浸入を防ぐことができる。さらに、取付手
段により、光ケーブル接続用クロージャを容易に吊り線に取り付けることができる。

【０００７】
　好ましくは、アダプタ部は、上下２段に配置されており、上段のアダプタ部は、クロー
ジャ本体に固定されたアダプタ取付部材に

回動可能に支持されている。このようにアダプタ部を上下２段構造とすることにより、
スペース効率が向上するため、光ケーブル接続用クロージャの小型化を図ることができる
。また、上段のアダプタ部にコネクタ付き光ケーブルのコネクタが接続されている状態で
、下段のアダプタ部にコネクタ付き光ケーブルのコネクタを着脱するときには、上段のア
ダプタ部を回動させることで、コネクタの着脱作業を容易に行うことができる。
【０００９】
さらに、好ましくは、取付手段は、吊り線を把持する１対の把持部材を有し、各把持部材
の一方の側面には、吊り線と係合する第１把持用溝部が設けられ、各把持部材の他方の側
面には、吊り線と係合し第１把持用溝部よりも小さい寸法を有する第２把持用溝部が設け
られている。この場合、光ケーブル接続用クロージャを太い吊り線に取り付けるときは、
１対の把持部材の各第１把持用溝部において吊り線を把持し、光ケーブル接続用クロージ
ャを細い吊り線に取り付けるときは、１対の把持部材の各第２把持用溝部において吊り線
を把持する。このように径の異なる複数の吊り線に対して一組の把持部材で対処可能とな
るため、吊り線の径に対応した多くの把持部材を製作しなくて済み、コスト的に有利であ
る。
【００１０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明に係る光ケーブル接続用クロージャの好適な実施形態について図面を参照し
て説明する。
【００１１】
図１は、本発明に係る光ケーブル接続用クロージャの一実施形態の内部構造を示す平面図
であり、図２は、その光ケーブル接続用クロージャの分解側面図である。これらの図にお
いて、本実施形態の光ケーブル接続用クロージャ（以下、単にクロージャという）１は、
上部側のコネクタ付き光ケーブル２と下部側のコネクタ付き光ケーブル３と接続部分を保
護するものである。また、クロージャ１は屋外設置型であり、電柱またはケーブル支持線
（吊り線）に取り付けられる。
【００１２】
クロージャ１は、矩形状のクロージャ本体４と、このクロージャ本体４の内部を保護する
ためのカバー５とを有している。カバー５は、防水性を有している。これにより、クロー
ジャ１を屋外設置した状態においてクロージャ本体４の内部に水が入り込むことは無い。
【００１３】
このクロージャ本体４の一端部の左右両側には、上部側のコネクタ付き光ケーブル２が導
入されるケーブル導入部６と、下部側のコネクタ付き光ケーブル３が導入されるケーブル
導入部７とがそれぞれ設けられている。
【００１４】
コネクタ付き光ケーブル２，３は、図３に示すように、多心光ケーブル８と、この多心光
ケーブル８を複数本の光コード９に分岐させる分岐部１０と、各光コード９の先端に取り
付けられたＳＣ型の光コネクタ１１とを有している。分岐部１０の上面および下面には、
図４に示すように分岐部１０を２段に重ねた時に分岐部１０の長手方向に対して位置決め
拘束するための複数の突起部１２が設けられている。
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また
、コネクタ付き光ケーブルの余長は湾曲状のガイド面に沿って引き回される事になるため
、コネクタ付き光ケーブルに急激な曲げを与えることを防止できる。さらに、コネクタ付
き光ケーブルの余長をガイド面に沿って引き回した後、ケーブル保護板を回動させてコネ
クタ付き光ケーブルの余長を保護することで、クロージャ本体にカバーを取り付ける時に
、コネクタ付き光ケーブルの余長を挟み込んでしまうことを防止できる。

、クロージャ本体に対して水平な状態から上方
に



【００１５】
このようなコネクタ付き光ケーブル２，３の分岐部１０は、クロージャ本体４内における
ケーブル導入部６，７の近傍でクロージャ本体４に固定されている。図４及び図５に示す
ように、クロージャ本体４には受け板１３が固定され、この受け板１３上にコネクタ付き
光ケーブル２，３の分岐部１０が配置されている。受け板１３には、ネジ穴（図示せず）
を有する２つのケーブル固定材１４が連結されており、このケーブル固定材１４のネジ穴
にネジ１５をねじ込んで分岐部１０を押し付けることで、分岐部１０をクロージャ本体４
に固定する。これにより、コネクタ付き光ケーブル２，３をクロージャ本体４内に安定し
た状態で収納することができる。
【００１６】
図１及び図２に戻り、クロージャ本体４の中央部の左右両側には、コネクタ付き光ケーブ
ル２，３の光コネクタ１１が接続されるアダプタ部１６が上下２段にそれぞれ配置されて
いる。このようにアダプタ部１６を２段重ねとすることにより、クロージャ本体４内の省
スペース化を図ることができる。
【００１７】
各アダプタ部１６は、互いに対向した２対のアダプタ１７ａ，１７ｂを有している。そし
て、アダプタ部１６の一側（ここでは、ケーブル導入部６，７側）の２つのアダプタ１７
ａに、コネクタ付き光ケーブル３の光コネクタ１１が並列に接続され、アダプタ部１６の
他側の２つのアダプタ１７に、コネクタ付き光ケーブル２の光コネクタ１１が並列に接続
される。アダプタ部１６の両側面には、アダプタ部１６をクロージャ本体４に取り付ける
ための突起部１８，１９がそれぞれ設けられている。そして、突起部１９の両側面には、
図６に示すように、保持用凹部１９ａが設けられている。
【００１８】
クロージャ本体４には、上下２段に配置された２つのアダプタ部１６の突起部１８，１９
をそれぞれ支持するアダプタ取付部材２０，２１が固定されている。アダプタ取付部材２
１は、図６に示すように、Ｌ字型の基部２２を有し、この基部２２上に下段のアダプタ部
１６が載置されている。これにより、コネクタ付き光ケーブル３の光コード９が通るため
のスペースＳをアダプタ部１６の下方に確保している。
【００１９】
下段のアダプタ部１６の突起部１８，１９は、図６～図８に示すように、ネジ２３により
アダプタ取付部材２０，２１にそれぞれ固定されている。一方、上段のアダプタ部１６の
突起部１８は、図６及び図７に示すように、軸部２４を介してアダプタ取付部材２０に回
動可能に取り付けられている。また、アダプタ取付部材２１には、図８に示すように、ア
ダプタ部１６の突起部１９に形成された保持用凹部１９ａと嵌合する２つの保持用凸部２
１ａが設けられている。
【００２０】
ここで、通常は、図６の２点鎖線で示すように、上段のアダプタ部１６の保持用凹部１９
ａとアダプタ取付部材２１の保持用凸部２１ａとを嵌合させて、上段のアダプタ部１６を
水平にしておく。コネクタ付き光ケーブル２，３の光コネクタ１１を下段のアダプタ部１
６のアダプタ１７ａ，１７ｂに着脱するときは、図６の実線で示すように、上段のアダプ
タ部１６を上方に回動させる。これにより、上段のアダプタ部１６のアダプタ１７ａ，１
７ｂに光コネクタ１１が接続されている状態であっても、下段のアダプタ部１６に対する
光コネクタ１１の着脱作業を妨げることはない。
【００２１】
図１及び図２に戻り、クロージャ本体４における左右両側に配置されたアダプタ部１６の
間には、コネクタ付き光ケーブル２，３の光コード９の余長を収納する余長収納部を形成
するための余長押さえ板２５が配置されている。この余長押さえ板２５は、クロージャ本
体４の一端から他端に向けて延在していると共に、光コード９の余長をガイドするための
複数のＲガイド２６を有している。Ｒガイド２６は、光コード９の余長の曲げ半径を３０
ｍｍ以上に保つような湾曲状のガイド面２６ａを有している。これにより、光コード９が
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自重で垂れ下がったときでも、光コード９に急な曲げが加わることはなく、光コード９の
損傷が防止される。
【００２２】
クロージャ本体４におけるケーブル導入部６，７と反対側の端部に位置するＲガイド２６
の上面には、図９に示すように、ヒンジ２７を介してケーブル保護板２８が回動自在に結
合されている。このケーブル保護板２８は、Ｒガイド２６の外側のガイド面２６ａにガイ
ドされた光コード９の余長を保護するためのものである。ケーブル保護板２８の先端部に
は、２つの爪部２９が設けられている。
【００２３】
光コード９の余長をＲガイド２６の外側のガイド面２６ａに沿って引き回したときは、ケ
ーブル保護板２８を下方に倒す。そして、図１０に示すように、ケーブル保護板２８の爪
部２９をクロージャ本体４内に入り込むようにクロージャ本体４に引っ掛ける。これによ
り、光コード９の余長は、外側のガイド面２６ａにおいて露出したままではなく、ケーブ
ル保護板２８に保護された状態となる。従って、クロージャ本体４にカバー５を取り付け
る時に、光コード９を挟み込むことが防止されるため、光コード９に損傷を与えることは
無い。
【００２４】
図１及び図２に戻り、以上のようなクロージャ１において、上部側のコネクタ付き光ケー
ブル２と下部側のコネクタ付き光ケーブル３とを接続する場合は、まずコネクタ付き光ケ
ーブル２，３をケーブル導入部６，７よりクロージャ本体４内に導入する。そして、コネ
クタ付き光ケーブル２，３の分岐部１０をネジ１５で押し付けて固定する。次いで、コネ
クタ付き光ケーブル２の光コード９をアダプタ部１６の下方のスペースＳ（図６参照）に
通し、コネクタ付き光ケーブル２の光コネクタ１１をアダプタ部１６のアダプタ１７ｂに
接続する。このとき、光コード９の余長が長い場合は、光コード９の余長を例えば８の字
に配線した状態で、コネクタ１１をアダプタ１７ｂに接続する。また、コネクタ付き光ケ
ーブル３のコネクタ１１をアダプタ部１６のアダプタ１７ａに接続する。このときも、光
コード９の余長が長い場合は、光コード９の余長を例えば８の字に配線した状態で、コネ
クタ１１をアダプタ部１７ａに接続する。そして最後に、クロージャ本体４にカバー５を
取り付ける。
【００２５】
このようにコネクタ付き光ケーブル２，３を容易にクロージャ本体４内に導入して接続す
ることができる。また、コネクタ付き光ケーブル２，３をクロージャ本体４内にスペース
効率良く収納することができるため、クロージャ１の小型化を図ることが可能となる。
【００２６】
また、クロージャ本体４の裏面には、クロージャ１を電柱に取り付けるための２本の電柱
取付金具３０と、クロージャ１を鋼鉄製のケーブル支持線（吊り線）３１に取り付けるた
めの吊り線取付金具３２とが設けられている。
【００２７】
クロージャ１を電柱に取り付けるときは、図１１に示すように、ステンレス等の取付バン
ド３３を、２本の電柱取付金具３０に通して電柱３４に巻き付けるようにする。
【００２８】
吊り線取付金具３２は、クロージャ本体４の裏面に固定された取付板３５を有し、この取
付板３５には、吊り線３１を把持するための１対の把持部材３６がボルト３７により取り
付けられている。各把持部材３６の一方の側面には、例えば外径が６～１６．１ｍｍ程度
の太い吊り線３１と係合する把持用溝部３８が設けられている。各把持部材３６の他方の
側面には、把持用溝部３８よりも小さな寸法を有し、例えば外径が２．６～３．２ｍｍ程
度の細い吊り線３１と係合する把持用溝部３９が設けられている。
【００２９】
このような吊り線取付金具３２により、クロージャ１を太い吊り線３１に取り付けるとき
は、図１２に示すように、１対の把持部材３６の各把持用溝部３８を対面させて、各把持
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用溝部３８において吊り線３１を挟み、ボルト３７で各把持部材３６を締め付け固定する
。一方、クロージャ１を細い吊り線３１に取り付けるときは、図１３に示すように、１対
の把持部材３６を図１２に示す状態からひっくり返して各把持用溝部３９を対面させる。
そして、各把持用溝部３９において吊り線３１を挟み、ボルト３７で各把持部材３６を締
め付け固定する。
【００３０】
このように太い吊り線３１も細い吊り線３１も同一の把持部材３６で把持することができ
るため、吊り線３１の径に応じて把持部材を複数用意する必要は無い。従って、部品コス
トの削減を図ることができる。
【００３１】
なお、本発明に係る光ケーブル接続用クロージャは、上記実施形態に限定されるものでは
ない。
【００３２】
例えば、図３に示すコネクタ付き光ケーブル２，３の代わりに、図１４に示すようなコネ
クタ付き光ケーブル４０を使用することもできる。コネクタ付き光ケーブル４０は、上記
の分岐部１０とは構造の異なる分岐部４１を有している。この分岐部４１の上面には複数
の位置決め用凹部４２が設けられ、分岐部４１の下面には複数の位置決め用凸部（図示せ
ず）が設けられている。
【００３３】
このような分岐部４１をクロージャ本体４に固定する場合は、例えば、図１５に示すよう
に、上面に複数の位置決め用凹部４３を有する土台４４を設ける。そして、分岐部４１の
位置決め用凸部（図示せず）が土台４４の位置決め用凹部４３に嵌合するように分岐部４
１を土台４４上に載置する。また、分岐部４１を２段重ねするときは、上段の分岐部４１
の位置決め用凸部（図示せず）を下段の分岐部４１の位置決め用凹部４２に嵌合させる。
その状態で、分岐部４１を押さえ付ける押さえ部４５ａが設けられたケーブル固定材４５
をクロージャ本体４に取り付ける。
【００３４】
また、コネクタ付き光ケーブルの光コネクタとしては、上記のＳＣ型コネクタに限らず、
ＦＣ型、ＬＣ型、ＭＵ型、ＭＰＯ型のコネクタ等を使用することも可能である。
【００３５】
【発明の効果】
本発明によれば、クロージャ本体内に導入された各コネクタ付き光ケーブルをクロージャ
本体に固定するためのケーブル固定手段と、各コネクタ付き光ケーブルのコネクタが接続
されるアダプタ部と、各コネクタ付き光ケーブルの余長が収納されるケーブル余長収納部
とを設けたので、コネクタ付き光ケーブル同士を容易かつ確実に接続して保護することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る光ケーブル接続用クロージャの一実施形態の内部構造を示す平面図
である。
【図２】図１に示す光ケーブル接続用クロージャの分解側面図である。
【図３】図１に示す光ケーブル接続用クロージャに適用されるコネクタ付き光ケーブルの
一例を示す斜視図である。
【図４】図３に示すコネクタ付き光ケーブルの分岐部がクロージャ本体に固定された状態
を示す断面図であって、クロージャ本体の側面側から見たときの図である。
【図５】図３に示すコネクタ付き光ケーブルの分岐部がクロージャ本体に固定された状態
を示す断面図であって、クロージャ本体の端面側から見たときの図である。
【図６】図１に示すアダプタ部の正面図である。
【図７】図６に示す上段のアダプタ部が通常状態にあるときの VII－ VII線断面図である。
【図８】図６に示す上段のアダプタ部が通常状態にあるときの VIII－ VIII線断面図である
。
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【図９】図１に示す余長押さえ板に設けられたＲガイド及びケーブル保護板を示す斜視図
である。
【図１０】図９に示すケーブル保護板により光コードが保護されている状態を示す斜視図
である。
【図１１】図１及び図２に示す光ケーブル接続用クロージャが電柱に取り付けられている
状態を示す平面図である。
【図１２】図１及び図２に示す光ケーブル接続用クロージャが太い吊り線に取り付けられ
ている状態を示す側面図である。
【図１３】図１及び図２に示す光ケーブル接続用クロージャが細い吊り線に取り付けられ
ている状態を示す側面図である。
【図１４】図１及び図２に示す光ケーブル接続用クロージャに適用されるコネクタ付き光
ケーブルの他の例を示す斜視図である。
【図１５】図１４に示すコネクタ付き光ケーブルの分岐部がクロージャ本体に固定された
状態を示す斜視図である
【符号の説明】
１…光ケーブル接続用クロージャ、２…コネクタ付き光ケーブル、３…コネクタ付き光ケ
ーブル、４…クロージャ本体、５…カバー、９…光コード、１０…分岐部、１１…光コネ
クタ、１４…ケーブル固定材（ケーブル固定手段）、１５…ネジ（ケーブル固定手段）、
１６…アダプタ部、１７ａ，１７ｂ…アダプタ、１８…突起部、１９…突起部、１９ａ…
保持用凹部、２０…アダプタ取付部材、２１…アダプタ取付部材、２１ａ…保持用凸部、
２４…軸部、２５…余長押さえ板（ケーブル余長収納部）、２６…Ｒガイド（ケーブルガ
イド）、２６ａ…ガイド面、２７…ヒンジ、２８…ケーブル保護板、３１…吊り線、３２
…吊り線取付金具（取付手段）、３６…把持部材、３８…把持用溝部（第１把持用溝部）
、３９…把持用溝部（第２把持用溝部）、４０…コネクタ付き光ケーブル、４１…分岐部
、４５…ケーブル固定材（ケーブル固定手段）。
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【 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 】

(10) JP 3814234 B2 2006.8.23



【 図 １ ５ 】
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