
JP 4118862 B2 2008.7.16

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光ファイバケーブル（６）端末から延出された光ファイバであるケーブル側光ファイバ
（６１）を別の光ファイバ（７１）に対してコネクタ接続可能に成端するための光コネク
タ（４３）が取り付けられたケース状の光モジュール（４）を複数横並びに収納する成端
ユニット（５）を具備し、
　前記成端ユニットは、
　光モジュールを引き出し可能として複数横並びに収納するモジュール収納部（５１）と
、
　このモジュール収納部の前記光モジュールが引き出される作業面側にて該モジュール収
納部の下部に設けられ前記光モジュールの前記作業面側の端部に取り付けられている前記
光コネクタに対してモジュール収納部の作業面側からコネクタ接続される前記別の光ファ
イバが配線される配線ダクト（５３）と、
　前記モジュール収納部の作業面側にて前記配線ダクトの下側に設けられ前記モジュール
収納部の作業面側から前記光モジュールへ配線される前記ケーブル側光ファイバの余長を
収納できるケーブル側光ファイバ配線棚（５４）とを有することを特徴とする光配線盤（
１）。
【請求項２】
　前記配線ダクトが可動支持機構によって前記モジュール収納部に対して変位可能に支持
され、前記配線ダクトの変位によって前記ケーブル側光ファイバ配線棚上を開閉できるよ
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うになっていることを特徴とする請求項１記載の光配線盤。
【請求項３】
　前記可動支持機構が、前記配線ダクトを上下に回動自在に支持する回動支持機構である
ことを特徴とする請求項２記載の光配線盤。
【請求項４】
　前記配線ダクトが、前記モジュール収納部の横方向に沿った延在方向において複数のダ
クト分割体に分割されており、各ダクト分割体が、前記回動支持機構によってそれぞれ個
別に上下に回動自在に支持されていることを特徴とする請求項３記載の光配線盤。
【請求項５】
　前記ケーブル側光ファイバ配線棚から上方に回動させた前記配線ダクトを所定位置に保
持するための保持機構を有することを特徴とする請求項３又は４記載の光配線盤。
【請求項６】
　前記成端ユニットに、ケーブル側光ファイバの先端部を横並びに複数配列状態に保留す
る保留台が設けられていることを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の光配線盤。
【請求項７】
　前記ケーブル側光ファイバ配線棚内に余長収納トレーが収納されていることを特徴とす
る請求項１～６のいずれかに記載の光配線盤。
【請求項８】
　前記ケーブル側光ファイバが、光コネクタによって、前記光モジュールの作業面側の端
部に設けられたケーブル接続用光コネクタに対してコネクタ接続可能に成端されたコネク
タ付き光ファイバであることを特徴とする請求項１～７のいずれかに記載の光配線盤。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光配線盤に係り、特に、光ファイバの接続切替等の作業性（保守性）に優れ
た光配線盤に関する。
【背景技術】
【０００２】
　光ファイバネットワークの設備センター等に設置される光配線盤は、外線光ファイバケ
ーブル端末から延出する光ファイバ心線をコネクタ接続可能に成端（以下、コネクタ成端
と略称する場合がある）する光コネクタ（光コネクタアダプタ等）を複数配列設置したケ
ーブル成端ユニット（以下、接続盤）によって、外線光ファイバケーブル側の光ファイバ
心線と、伝送装置等と接続されたフロアコードケーブル側の光線路との接続を実現する構
造になっている。
　接続盤は、外線光ファイバケーブル端末から延出された光ファイバ心線をコネクタ接続
可能に成端する光コネクタアダプタを複数配列設置した光コネクタアダプタ配列部と、前
記光ファイバ心線と光コネクタ側の光ファイバとの接続点を収納する接続点収納部と、こ
の接続点収納部に配線される前記光ファイバ心線を収納する外線ケーブル心線収納部（心
線配線棚、心線ダクトなどと呼ばれる場合がある）と、フロアコードケーブルの端末から
延出され光コネクタアダプタ配列部の光コネクタアダプタに切替可能にコネクタ接続され
る光ファイバコードを収納するコード収納部（コード配線棚、コードダクトなどと呼ばれ
る場合がある）とを有する構造が一般的である。接続盤の構造は多種多様であるが、外線
光ファイバケーブル側の光ファイバ心線とフロアコードケーブル側の光ファイバコードと
の強度の違いや保守時期の違い等から、外線ケーブル心線収納部とコード収納部とが完全
に区分けされた構造であることが望ましい。
　収納心数が多い（例えば数千心のもの）光配線盤では、前記接続盤（ケーブル成端ユニ
ット）を上下多段に搭載した構造のものが広く採用されている。また、従来、光配線盤の
前面側が光コネクタアダプタ配列部の光コネクタアダプタに対するフロアコードケーブル
側の光ファイバコードのコネクタ接続、切替接続等を行うコード作業面、背面側が光コネ
クタアダプタによって光ファイバケーブル側の光ファイバ心線をコネクタ成端する作業を
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行うための外線ケーブル作業面となっている両面作業型（例えば、特許文献１）のときは
、外線ケーブル心線収納部は接続盤の背面あるいは側面に設置することが一般的であり、
コード作業面が外線ケーブル作業面と同じ側になっている片面保守型光配線盤（例えば、
特許文献２、３）では、外線ケーブル心線収納部を接続盤の上部に設置した構造が一般的
である。
【特許文献１】特開２００１－１２４９３６号公報
【特許文献２】特開２００３－２１５３５３号公報
【特許文献３】特開２００１－００４８４８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、光配線盤における外線光ファイバケーブル側の光ファイバ心線の余長収納ス
ペースの取り方が重要であるが、外線光ファイバケーブルとして、端末から延出する光フ
ァイバ心線がコネクタ成端済みのもの（以下、コネクタ付き光ファイバケーブル）が用い
られる場合は、光ファイバ心線の長さが長いため、光配線盤における余長収納スペースの
取り方が特に重要になってくる。コネクタ付き光ファイバケーブルのように、光ファイバ
心線の長さが長い場合は、従来、光配線盤において接続盤の側部に確保したスペースを利
用して大きなターンを取り回して余長吸収し、接続盤の上部の外線ケーブル心線収納部か
ら接続点収納部に引き込むように配線することが広く行われていた。しかし、このような
余長処理では、接続盤の側部に余長収納スペースを確保せねばならず、結果的に、高密度
化の妨げになっていた。
【０００４】
　本発明は、前記課題に鑑みて、光ファイバケーブル端末から延出され成端ユニットにて
コネクタ接続可能に成端される光ファイバの余長処理スペースを成端ユニットの側部に確
保することを回避でき、結果、高密度化を図ることができる光配線盤の提供を目的として
いる。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するために、本発明では以下の構成を提供する。
　請求項１記載の発明は、光ファイバケーブル端末から延出された光ファイバであるケー
ブル側光ファイバを別の光ファイバに対してコネクタ接続可能に成端するための光コネク
タが取り付けられたケース状の光モジュールを複数横並びに収納する成端ユニットを具備
し、前記成端ユニットは、光モジュールを引き出し可能として複数横並びに収納するモジ
ュール収納部と、このモジュール収納部の前記光モジュールが引き出される作業面側にて
該モジュール収納部の下部に設けられ前記光モジュールの前記作業面側の端部に取り付け
られている前記光コネクタに対してモジュール収納部の作業面側からコネクタ接続される
前記別の光ファイバが配線される配線ダクトと、前記モジュール収納部の作業面側にて前
記配線ダクトの下側に設けられ前記モジュール収納部の作業面側から前記光モジュールへ
配線される前記ケーブル側光ファイバの余長を収納できるケーブル側光ファイバ配線棚と
を有することを特徴とする光配線盤を提供する。
　請求項２記載の発明は、請求項１記載の光配線盤において、前記配線ダクトが可動支持
機構によって前記モジュール収納部に対して変位可能に支持され、前記配線ダクトの変位
によって前記ケーブル側光ファイバ配線棚上を開閉できるようになっていることを特徴と
する。
　請求項３記載の発明は、請求項２記載の光配線盤において、前記可動支持機構が、前記
配線ダクトを上下に回動自在に支持する回動支持機構であることを特徴とする。
　請求項４記載の発明は、請求項３記載の光配線盤において、前記配線ダクトが、前記モ
ジュール収納部の横方向に沿った延在方向において複数のダクト分割体に分割されており
、各ダクト分割体が、前記回動支持機構によってそれぞれ個別に上下に回動自在に支持さ
れていることを特徴とする。
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　請求項５記載の発明は、請求項３又は４記載の光配線盤において、前記ケーブル側光フ
ァイバ配線棚から上方に回動させた前記配線ダクトを所定位置に保持するための保持機構
を有することを特徴とする。
　請求項６記載の発明は、請求項１～５のいずれかに記載の光配線盤において、前記成端
ユニットに、ケーブル側光ファイバの先端部を横並びに複数配列状態に保留する保留台が
設けられていることを特徴とする。
　請求項７記載の発明は、請求項１～６のいずれかに記載の光配線盤において、前記ケー
ブル側光ファイバ配線棚内に余長収納トレーが収納されていることを特徴とする。
　請求項８記載の発明は、請求項１～７のいずれかに記載の光配線盤において、前記ケー
ブル側光ファイバが、光コネクタによって、前記光モジュールの作業面側の端部に設けら
れたケーブル接続用光コネクタに対してコネクタ接続可能に成端されたコネクタ付き光フ
ァイバであることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明の光配線盤によれば、以下のような優れた効果が得られる。
（１）モジュール収納部への光モジュールの設置に備えて、ケーブル側光ファイバの余長
を確保できるため、光モジュールの増設等の作業を非常に楽に行える。
（２）光配線盤内に、ケーブル側光ファイバの余長収納のためのスペースを別途確保する
必要が無くなる（あるいは、別途確保するスペースの縮小）ため、光配線盤内の設計自由
度を向上でき、高密度化も容易となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　以下、本発明を実施した光配線盤について、図面を参照して説明する。
　図１は本発明に係る光配線盤１を示す図であり（ａ）は正面図、（ｂ）は側面図、図２
は図１（ｂ）のＡ－Ａ線矢視図、図３は図１（ａ）のＢ－Ｂ線断面矢視図、図４は成端ユ
ニット５を示す図であって（ａ）は平面図、（ｂ）は正面図、図５は成端ユニット５を示
す側面図、図６は図４の成端ユニットにおける成端光ファイバ用ダクトの支持構造を示す
図、図７は成端ユニット５の保留台５８の保留部５８１の一例を示す斜視図、図８は成端
ユニット５の可動支持機構の別態様を示す図、図９は成端ユニット５のケーブル側光ファ
イバ配線棚５４に余長収納トレー５４３を設けた例を示す平面図、図１０は整列エレメン
ト３３ａを示す斜視図、図１１は図１０のＣ－Ｃ線矢視図、図１２は保留エレメント３５
を示す斜視図である。
　図１（ａ）に示すように、光配線盤１は、成端架２と、この成端架２の隣に横並びに設
置された配線架３とを有している。なお、ここで説明する光配線盤１は、光通信網に設置
される設備センター内に設けられるものである。図中、符号８は、設備センター内に設け
られた設置床であり、前記光配線盤１は前記設置床８上に設置される。
【０００８】
　成端架２は、枠状のフレーム２１（以下、架本体）と、この架本体２１内に設置された
接続盤ユニット２２とを有している。前記成端架２は、光ファイバケーブル６の端末が引
き込まれるとともに、この光ファイバケーブル６の端末に露出されている光ファイバ６１
（以下、ケーブル側光ファイバとも言う）を、前記接続盤ユニット２２に設けられている
光コネクタ４２によって、配線架３から引き込まれた光ファイバ（後述の成端光ファイバ
７１）に対してコネクタ接続可能に成端する機能を果たすものである。
　前記接続盤ユニット２２の前面側（光配線盤１の前面側（図１（ａ）紙面手前側、図３
左側））と、背面側（光配線盤１の背面側（図１（ａ）紙面奥側、図３右側））とには、
ケーブル側光ファイバ６１をコネクタ接続可能に成端するための光コネクタ４２（光コネ
クタアダプタという場合もある）が複数設置されている。図示例の光配線盤１において、
接続盤ユニット２２の前記光コネクタ４２は、接続盤ユニット２２に複数収納された光モ
ジュール４の側部に取り付けられたものである。接続盤ユニット２２及び光モジュール４
の構成については、後に詳述する。
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【０００９】
　ここで、「コネクタ接続可能に成端」という言葉の意味は、光ファイバの先端に光コネ
クタを取付ける行為、また、光コネクタを取り付けた後に光コネクタアダプタや光コネク
タレセプタクルといった受け側光コネクタ（両側の光コネクタプラグ同士を向かい合わせ
る中継用の光コネクタハウジングを言う）、に接続する行為、あるいは、すでに光コネク
タが取り付けられている光ファイバを、前記受け側光コネクタに挿入する行為を言うもの
とする。コネクタ接続可能に成端された光ファイバは、当該光ファイバ先端の光コネクタ
を別の光コネクタと接続（前記受け側光コネクタへの光コネクタプラグの挿入）すること
で、別の光ファイバ等によって構成されている光回線との光接続が実現される。また、こ
こでは、受け側光コネクタに対する光コネクタプラグの接続は、着脱可能であるものとす
る。
　前述のケーブル側光ファイバ６１について説明すれば、前記接続盤ユニット２２の光コ
ネクタ４２は、成端光ファイバ７１の先端に取り付けられた光コネクタ７２（光コネクタ
プラグ）を挿入することで接続できる光コネクタアダプタあるいは光コネクタレセプタク
ルといった受け側光コネクタ（光コネクタ）である。この受け側光コネクタをケーブル側
光ファイバ６１の先端に直接取り付けるか、あるいは、この受け光コネクタが一端に取り
付けられている光ファイバの他端側にケーブル側光ファイバ６１を光接続することで、成
端光ファイバ７１先端に取り付けられた光コネクタ７２（光コネクタプラグ）の光コネク
タ４２への挿入、接続によって、ケーブル側光ファイバ６１と成端光ファイバ７１との光
コネクタによる光接続が実現される。
【００１０】
　図３等に示すように、この接続盤ユニット２２は、前面側の前面側接続盤２３と背面側
の背面側接続盤２４とで構成されている。
　前面側接続盤２３及び背面側接続盤２４は、それぞれ、架本体２１に上下多段に取り付
けた複数の成端ユニット５によって構成されている。成端ユニット５は、外観薄板状に形
成された光モジュール４を縦置き横並びの配列状態に複数収納している。この成端ユニッ
ト５の構成については、後に詳述する。図示例の光配線盤１では、前面側接続盤２３、背
面側接続盤２４のいずれも、架本体２１に６段搭載された成端ユニット５によって構成さ
れているが、前面側接続盤２３及び背面側接続盤２４を構成する成端ユニット５の数はこ
れに限定されず、それぞれ変更可能である。
　但し、前面側接続盤２３及び背面側接続盤２４は、成端架２の下部に確保したケーブル
収納空間２５よりも上に設けられる。
【００１１】
　図４（ａ）、（ｂ）、図５に示すように、成端ユニット５は枠状のモジュール収納部５
１を有しており、このモジュール収納部５１内に前記光モジュール４を縦置き横並びの配
列状態に複数収納している。
　図５に示すように、光モジュール４は、外観薄板状に形成されたプラスチック製扁平ケ
ース状のモジュール本体４１の一端部（前端部。側部の一部）に光コネクタ４２、４３（
ここではその形状により光コネクタアダプタあるいは光コネクタレセプタクルであるが、
光コネクタレセプタクルの場合も、光コネクタアダプタとも言うことがある）が実装され
た構造である。
　前面側接続盤２３においては、光モジュール４は、光コネクタアダプタ４２、４３が、
光配線盤１の前面側（図１（ａ）紙面手前側、図３左側）となる向きで成端ユニット５の
モジュール収納部５１内に収納される。一方、背面側接続盤２４においては、光モジュー
ル４は、光コネクタアダプタ４２、４３が、光配線盤１の背面側（図１（ａ）紙面奥側、
図３右側）となる向きで成端ユニット５のモジュール収納部５１内に収納される。
【００１２】
　前面側接続盤２３は、光配線盤１の前面側からの成端ユニット５（詳細にはモジュール
収納部５１）への光モジュール４の挿入、成端ユニット５から光配線盤１の前面側への光
モジュール４の引き出しが可能である。背面側接続盤２４は、光配線盤１の背面側からの
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成端ユニット５（詳細にはモジュール収納部５１）への光モジュール４の挿入、成端ユニ
ット５から光配線盤１の背面側への光モジュール４の引き出しが可能である。以下、前面
側接続盤２３の成端ユニット５に対する光モジュール４の出し入れが行われる前面側（光
配線盤１の前面側）を、（前面側接続盤２３についての）作業面側とも言う。また、以下
、背面側接続盤２４の成端ユニット５に対する光モジュール４の挿入、引き出しが行われ
る背面側（光配線盤１の背面側）を、（背面側接続盤２４についての）作業面側とも言う
。また、以下、成端ユニット５が搭載されている接続盤が前面側接続盤２３、背面側接続
盤２４のいずれであっても、成端ユニット５から光モジュール４が引き出される側を、成
端ユニット５の作業面側として説明する。
【００１３】
　前面側接続盤２３、背面側接続盤２４の成端ユニット５への作業面側からの光モジュー
ル４の挿入は、図５に示すように、成端ユニット５（詳細にはモジュール収納部５１）の
作業面側から見て奥行き方向最深部に設けられているストッパ部材５２に、光モジュール
４の前記前端部とは反対側の後端部が突き当たったところで、それ以上の押し込みが規制
され、挿入限界となる。成端ユニット５に対する光モジュール４の挿入、引き出しの作業
は、作業面側からのみ可能である。
　なお、ストッパ部材５２は、光モジュール４が当接されることで成端ユニット５に対す
る光モジュール４の挿入限界を決める機能を果たすものであれば良く、必ずしも、光モジ
ュール４の後端部に当接するものである必要は無い。
【００１４】
　図３、図５に示すように、前面側接続盤２３の成端ユニット５と背面側接続盤２４の成
端ユニット５とは、成端架２の奥行き方向（前後方向。図３左右方向）の中央部にて突き
合わせるようにして近接配置されている。
　本発明に係る接続盤ユニット２２としては、例えば、前面側接続盤２３の成端ユニット
５と背面側接続盤２４の成端ユニット５との間に、光ファイバケーブルの挿通等に利用さ
れる空間を確保した構成等も採用することができる。但し、前面側接続盤２３の成端ユニ
ット５と背面側接続盤２４の成端ユニット５とを突き合わせるように近接配置する構成で
あれば、接続盤ユニット２２の成端架２の奥行き方向寸法を出来るだけ小さくできる利点
がある。
【００１５】
　成端架２には光ファイバケーブル６が引き込まれる。光ファイバケーブル６は、成端架
２のケーブル収納空間２５に引き込まれ、このケーブル収納空間２５内に設けられている
ケーブル固定具２５ａによって固定される。但し、光ファイバケーブル６の成端架２への
引き込み位置は、必ずしもケーブル収納空間２５である必要は無く、例えば、成端架２の
上にケーブル固定具２５ａを取り付けた固定棚を設けて、この固定棚に引き込む構成等で
あっても良い。
【００１６】
　光ファイバケーブル６の端末に露出された光ファイバ６１（以下、ケーブル側光ファイ
バとも言う）は、前面側接続盤２３あるいは背面側接続盤２４に引き込まれ、光モジュー
ル４の光コネクタアダプタ４２によって、配線架３から成端架２に引き込まれる光ファイ
バ７１（後述）先端の光コネクタ７２に対してコネクタ接続可能に成端される（図５参照
）。
　図１（ａ）、図２等に示すように、ケーブル側光ファイバ６１は、ケーブル収納空間２
５から、成端ユニット５に、光配線盤１の中央部にて接続盤ユニット２２と整列盤３３Ａ
、３３Ｂとの間に確保された余長収納空間３４（後述）とは反対の側（すなわち、図１（
ａ）左側）から引き込まれる。図示例では、ケーブル側光ファイバ６１として、先端が、
光コネクタ６２（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たコネクタ付
き光ファイバを例示しており、光モジュール４の光コネクタアダプタ４３に押し込むだけ
で、ケーブル側光ファイバ６１と光モジュール４内の光ファイバ４４との光接続が実現さ
れるようになっている。光モジュール４内の光ファイバ４４は、一端が光コネクタアダプ
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タ４２に接続され、他端が光コネクタアダプタ４３に接続されており、光コネクタアダプ
タ４３にて、この光ファイバ４４にケーブル側光ファイバ６１を接続すると、ケーブル側
光ファイバ６１が光ファイバ４４を介して光コネクタアダプタ４２によって、成端光ファ
イバ７１に対してコネクタ接続可能に成端されることとなる。
【００１７】
　図５に示す例を具体的に説明すると、ケーブル側光ファイバ６１として多心光ファイバ
テープ心線を採用しており、ケーブル側光ファイバ６１先端をコネクタ接続可能に成端す
る光コネクタ６２として、ＭＴ形光コネクタ（ＭＴ:Mechanically Transferable。ＪＩＳ
　Ｃ　５９８１に制定されるＦ１２形光コネクタ）にて用いられる光コネクタフェルール
（以下、MT形光コネクタという）を採用している。光モジュール４内に収納されている光
ファイバ４４は、光コネクタ６２と同じ心数の多心用のＭＴ形光コネクタである光コネク
タ４４ａによって先端がコネクタ接続可能に成端された多心光ファイバ部４４ｂと、この
多心光ファイバ部４４ｂの前記光コネクタ４４ａとは反対側の端部である分岐部４４ｃか
ら単心分岐された複数本の単心光ファイバ部４４ｄと、各単心光ファイバ部４４ｄの先端
に取り付けられた光コネクタ４４ｅ（単心光コネクタプラグ）とを有する分岐接続用の光
ファイバである。
【００１８】
　光コネクタ４４ｅは、光モジュール４の内側から光コネクタアダプタ４２に接続されて
いる。成端ユニット５内の光モジュール４の光コネクタアダプタ４２に作業面側から成端
光ファイバ７１（ここでは、単心光ファイバ）先端の光コネクタ７２を挿入して接続する
と、光コネクタアダプタ４２内での光コネクタ４４ｅ、７２同士の接続によって、光ファ
イバ４４の単心光ファイバ部４４ｄと成端光ファイバ７１とが光接続される。光コネクタ
アダプタ４２は、ここではＭＵ形光コネクタ（ＭＵ:Miniature-unit Coupling optical f
iber connector。ＪＩＳ　Ｃ　５９８３に制定されるＦ１４形光コネクタ）であり、複数
対の光コネクタ４４ｅ、７２同士の接続を実現できる。光ファイバ４４の単心光ファイバ
部４４ｄ先端の光コネクタ４４ｅ、及び、成端光ファイバ７１先端の光コネクタ７２は、
光コネクタアダプタ４２に接続可能な光コネクタプラグである。
【００１９】
　一方、光ファイバ４４の多心光ファイバ部４４ｂ先端の光コネクタ４４ａは、光コネク
タアダプタ４３に組み込まれており、作業面側からケーブル側光ファイバ６１先端の光コ
ネクタ６２が光コネクタアダプタ４３に押し込まれることで、光コネクタアダプタ４３内
で光コネクタ６２と接続される。光コネクタ４４ａ、４３同士が接続されると、ケーブル
側光ファイバ６１が光ファイバ４４の多心光ファイバ部４４ｂと光接続され、これにより
、ケーブル側光ファイバ６１が光ファイバ４４を介して単心分岐されて、光コネクタアダ
プタ４２によって成端光ファイバ７１に対してコネクタ接続可能に成端される。
【００２０】
　ケーブル側光ファイバ６１先端の光コネクタ６２は、作業面側から光コネクタアダプタ
４３に押し込むだけで、光ファイバ４４の光コネクタ４４ａと接続できる。また、光コネ
クタアダプタ４３にケーブル側光ファイバ６１先端の光コネクタ６２を押し込んだ後、光
コネクタアダプタ４３に設けられている板バネ状のクリップ４３ａを回転操作して光コネ
クタ６２と係合させることで、光コネクタアダプタ４３内への光コネクタ６２の押し込み
状態の維持と、光コネクタ４４ａ、６２間の突き当て力付与とを実現できる。また、クリ
ップ４３ａと光コネクタ６２との係合は、クリップ４３ａの回転操作（光コネクタ６２に
対する係合時とは反対の方向への回転操作）によって簡単に解除することができ、これに
より、光コネクタアダプタ４３からの光コネクタ６２の抜き出し、光コネクタ４４ａとの
接続解除を簡単に実現できる。光コネクタアダプタ４３は、光ファイバケーブル６端末に
露出された光ファイバ６１がコネクタ接続されるケーブル接続用光コネクタとして機能す
る。
【００２１】
　なお、光ファイバ４４、６１、７１の心数、光コネクタアダプタ４２、４３の種類等は
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、上述した構成のものに限定されず、適宜、変更可能である。また、光モジュール４に設
けられる光コネクタ４２、４３としては、成端光ファイバ７１あるいはケーブル側光ファ
イバ６１を光モジュール４内の光ファイバと接続する機能を果たすものであれば良く、光
コネクタアダプタに限定されず、例えば、光コネクタレセプタクル等も採用可能である。
光コネクタプラグである光コネクタ４４ａ、４４ｅ、６２、７２としては、光コネクタ４
２あるいは光コネクタ４３の種類に対応して接続可能なものを採用することは言うまでも
無い。
　光ファイバケーブル６としては、例えば光配線盤同士間を接続するもの（所謂、縦系ケ
ーブルなど）等が用いられる。
【００２２】
　図１（ａ）、（ｂ）等に示すように、配線架３には、例えば、所内に設置された伝送装
置（図示略）等と接続されたフロアコードケーブルといった光ファイバケーブル７が、該
配線架３の下部に確保されたケーブル収納空間３１に引き込まれ、ケーブル収納空間３１
内に設けられているケーブル固定具３２によって固定される。光ファイバケーブル７の端
末に露出されている光ファイバ７１は、先端が、光コネクタ７２（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いる成端光ファイバである。
　配線架３から成端架２に引き込まれる多数本の成端光ファイバ７１は、配線架３内に設
置されている整列盤３３Ａ、３３Ｂに引き通されて整列されるようになっている。配線架
３には、二つの整列盤３３Ａ、３３Ｂが、配線架３の奥行き方向（図２上下方向、図３左
右方向。換言すれば前後方向）に位置をずらして設けられている。整列盤３３Ａ、３３Ｂ
は、成端光ファイバ７１が引き通される外観薄板状の整列エレメント３３ａ（図１０参照
）を上下多段に積層した構造であり、多数本の成端光ファイバ７１を上下多段に整列させ
て支持する機能を果たす。この整列盤３３Ａ、３３Ｂは、成端架３の上端から中央部まで
の範囲に設けられている。成端光ファイバ７１は、成端架２の接続盤ユニット２２と整列
盤３３Ａ、３３Ｂとの間に確保された余長収納空間３４を経由して接続盤ユニット２２の
目的の成端ユニット５に引き込まれるようになっている。
【００２３】
　配線架３に複数の整列盤３３Ａ、３３Ｂを設置した構成であれば、整列盤が一つのみで
ある場合に比べて、整列盤の上下方向寸法を縮小でき（整列盤一つ当たりの整列エレメン
ト３３ａの積層数を少なくできる）、整列盤の設置位置を配線架３の出来るだけ上側とす
る（最下段の整列エレメント３３ａの位置を出来るだけ上側にする）点で有利である。ま
た、複数の整列盤３３Ａ、３３Ｂによって成端光ファイバ７１を整列させる構成であれば
、成端光ファイバ７１の導入本数が多い場合でも整列配線が容易であり、しかも、成端光
ファイバ７１の移設、撤去等の際に、作業対象の成端光ファイバ７１を発見しやすく、作
業性を向上できるといった利点がある。
【００２４】
　なお、整列盤３３Ａ、３３Ｂは、ケーブル収納空間３１の上側に設けられており、整列
盤３３Ａ、３３Ｂの最下段に引き通される成端光ファイバ７１の導入部分の位置（高さ）
は、成端架２の架本体２１の上部から中央部までの範囲にわたって設けられている接続盤
ユニット２２の下端と同じか、あるいは、それよりも上側に位置する。
　図示例の光配線盤１では、成端架２の接続盤ユニット２２の側部が配線架３に近接配置
されているため、前記余長収納空間３４は全体が配線架３内に位置するが、例えば、接続
盤ユニット２２が成端架２における配線架３側の側部よりも成端架２内側に引き込んだ位
置である場合は、余長収納空間３４が成端架２と配線架３とに跨って存在する構成や、成
端架３側のみに存在する構成も採用できる。
【００２５】
　また、図１（ｂ）、図２に示すように、配線架３には、成端光ファイバ７１の内、光モ
ジュール４の光コネクタアダプタ４２に接続していない成端光ファイバ７１（以下、保留
光ファイバ７１１と称する場合がある）の端末を保留するための保留エレメント３５が設
けられている。図１２に示すように、前記保留エレメント３５は、成端光ファイバ７１先
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端の光コネクタ７２を取り出し可能に収納するケース状の部材であり、図１（ｂ）、図２
に示すように、前記配線架３の前面側の開閉扉３６の内面側（整列盤３３Ａに対面される
側）と、背面側の開閉扉３７の内面側（整列盤３３Ｂに対面される側）とにそれぞれ複数
設けられている。これら保留エレメント３５は、開閉扉を配線架３の外側に開く（図２仮
想線参照）ことで露出させることができ、成端光ファイバ７１先端の光コネクタ７２の収
納及び取り出しを行える。
【００２６】
　図１０は、配線架３の前面側の整列盤３３Ａに搭載される整列エレメント３３ａを示す
。
　図１０、図１１に示すように、整列エレメント３３ａは、外観薄板状に形成された扁平
な筒状体である。整列盤３３Ａ、３３Ｂは、前記整列エレメント３３ａを上下に複数重ね
合わせた構造になっている。
　この整列エレメント３３ａは、プレート状のベース部３３ｂと、このベース部３３ｂ上
に着脱可能に装着された蓋板３３ｃと、着脱壁３３５（後述）とを具備しており、ベース
部３３ｂと蓋板３３ｃとの間には、成端光ファイバ７１を収納する光ファイバ収納空間３
３ｄが確保されている。この光ファイバ収納空間３３ｄは、整列エレメント３３ａを貫通
しており、整列エレメント３３ａの両側に開口部を有している。また、この光ファイバ収
納空間３３ｄは、整列エレメント３３ａの内部空間全体を指すものである。
【００２７】
　整列エレメント３３ａの内部には、光ファイバ収納空間３３ｄを貫通させるようにして
引き通し配線した成端光ファイバ７１（図１０中、符号７１２の成端光ファイバ）を収納
できる。この場合、成端光ファイバ７１の長手方向の一部が光ファイバ収納空間３３ｄに
収納されるとともに、光ファイバ収納空間３３ｄの両側の開口部から成端光ファイバ７１
が延出された状態となる。但し、光ファイバ収納空間３３ｄの一方の開口部は、ベース部
３３ｂ及び蓋体３３ｃの一方又は両方に固定（図示例では、ベース部３３ｂと蓋体３３ｃ
の両方に固定）された仕切壁３３４によって、引き込みゲート部３３３と第２ゲート部３
３２とに分割されており、前述のように光ファイバ収納空間３３ｄを貫通させるようにし
て引き通し配線される成端光ファイバ７１は、前記引き込みゲート部３３３と、光ファイ
バ収納空間３３ｄの他方の開口部である第１ゲート部３３１とに通される。
　一方、保留光ファイバ７１１は、引き込みゲート部３３３と第２ゲート部３３２とに通
して、光ファイバ収納空間３３ｄ内にＵ字状に湾曲配線される。
【００２８】
　図２に示すように、前記整列エレメント３３ａは、配線架３において、第１ゲート部３
３１が余長収納空間３４側、第２ゲート部３３２及び引き込みゲート部３３３が反対側と
なる向きで配置される。
　また、図１１に示すように、ベース部３３ｂの側部に立設されている突壁３３ｅが、扁
平な整列エレメント３３ａの光ファイバ収納空間３３ｄの両側の側壁部の内の一方として
機能し、着脱壁３３５が光ファイバ収納空間３３ｄの両側の側壁部の内の他方として機能
している。
　前面側の整列盤３３Ａの整列エレメント３３ａは着脱壁３３５が配線架２の前面側、前
面側の整列盤３３Ｂの整列エレメント３３ａは着脱壁３３５が配線架２の背面側となる向
きで配線架２に設けられる。
　また、前面側の整列盤３３Ａの整列エレメント３３ａでは、引き込みゲート部３３３が
第２ゲート部３３２よりも配線架３奥行き方向で背面側にずれた所に位置し、背面側の整
列盤３３Ｂの整列エレメント３３ａでは、引き込みゲート部３３３が第２ゲート部３３２
よりも配線架３奥行き方向で前面側にずれた所に位置している。
【００２９】
　整列盤３３Ａ、３３Ｂから前記接続盤ユニット２２に引き込まれて光モジュール４の光
コネクタアダプタ４２に接続された成端光ファイバ７１（現用回線の成端光ファイバ。以
下、現用光ファイバ７１２とも称する）は、第１ゲート部３３１と引き込みゲート部３３
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３とを通るようにして整列エレメント３３ａに引き通される。現用光ファイバ７１２の内
、整列エレメント３３ａ内に収納される部分から先端側（光コネクタ７２側）は、整列エ
レメント３３ａの第１ゲート部３３１から延出され、基端側（光ファイバケーブル７側）
は引き込みゲート部３３３から延出される。保留光ファイバ７１１は、整列エレメント３
３ａ内での湾曲配線によって、第２ゲート部３３２と引き込みゲート部３３３とを通るよ
うにして整列エレメント３３ａに引き通される。一方、接続されない保留光ファイバ７１
１の内、整列エレメント３３ａ内に収納される部分から基端側（光ファイバケーブル７側
）が引き込みゲート部３３３から延出されることは現用光ファイバ７１２と同じであるが
、先端側（光コネクタ７２側）は整列エレメント３３ａの第２ゲート部３３２から延出さ
れ、配線架３内での引き回しによって保留エレメント３５まで配線される。
【００３０】
　前面側の整列盤３３Ａから延出された保留光ファイバ７１１は、配線架３の奥行き方向
において整列盤３３Ａよりも前面側に設けられた保留エレメント３５まで配線され、背面
側の整列盤３３Ｂから延出された保留光ファイバ７１１は、配線架３の奥行き方向におい
て整列盤３３Ｂよりも背面側に設けられた保留エレメント３５まで配線されるようになっ
ており、配線ルートを区別したことにより、前面側の整列盤３３Ａから延出された保留光
ファイバ７１１と、背面側の整列盤３３Ｂから延出された保留光ファイバ７１１との輻輳
が回避できるようになっている。このため、保留光ファイバ７１１の本数が多い場合でも
、現用光ファイバ７１２へ変更する保留光ファイバ７１１の発見、取り出し、配線ルート
の変更等が容易になるといった利点がある。
【００３１】
　すなわち、成端光ファイバ７１は、整列盤３３Ａ、３３Ｂから接続盤ユニット２２に引
き込まれる配線ルートと、整列盤３３Ａ、３３Ｂから前記保留エレメント３５に引き込ま
れる配線ルートとにそれぞれ対応して、整列エレメント３３ａの第１、第２ゲート部３３
１、３３２の内の一方を選択して、選択したゲート部から先端側（光コネクタ７２側）が
延出されるようにして、整列エレメント３３ａに引き通し配線する。これにより、現用光
ファイバ７１２と保留光ファイバ７１１とが、別々の配線ルートに明瞭に区分けして配線
されることとなり、現用光ファイバ７１２と保留光ファイバ７１１との輻輳を確実に防止
できる。
【００３２】
　整列エレメント３３ａの着脱壁３３５は、ベース部３３ｂと蓋体３３ｃとによって構成
されている断面コ字型のエレメント本体３３６に着脱可能に設けられており、着脱によっ
て、エレメント本体３３６の側部（ベース部３３ｂの突壁３３ｅとは反対側の側部。以下
、作業側部とも言う）における光ファイバ収納空間３３ｄの開口部３３ｆを開閉する。光
ファイバ収納空間３３ｄの開口部３３ｆは、エレメント本体３３６の作業側部の全長にわ
たって延在しており、第１ゲート部３３１と第２ゲート部３３２とに連通している。
　エレメント本体３３６の作業側部に着脱壁３３５を装着した状態では、第１ゲート部３
３１と第２ゲート部３３２との間での成端光ファイバ７１の移動が着脱壁３３５によって
規制されるが、図１０中、仮想線に示すように、エレメント本体３３６から着脱壁３３５
を離脱させると、開口部３３ｆ全体が開放されるため、第１ゲート部３３１と第２ゲート
部３３２との間での成端光ファイバ７１の移動を自由に行えるようになる。
　エレメント本体３３６から着脱壁３３５を離脱させた状態では、例えば、現用光ファイ
バ７１２を第１ゲート部３３１から第２ゲート部３３２に移動して保留光ファイバ７１１
としたり、逆に、保留光ファイバ７１１を第２ゲート部３３２から第１ゲート部３３１に
移動して現用光ファイバ７１１として用いるといった切り替え作業を簡単に行うことがで
きる。
　また、エレメント本体３３６の第１ゲート部３３１付近には、ベース部３３ｂ及び蓋板
３３ｃに作業側部側から切り込んだ形状に形成された光ファイバ確認窓３３ｇが設けられ
ている。この光ファイバ確認窓３３ｇによって、第１ゲート部３３１に通される成端光フ
ァイバ７１２を容易に目視確認できる。
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【００３３】
　なお、図示例の整列エレメント３３ａでは、着脱壁３３５は、エレメント本体３３６の
作業側部に設けられたガイド溝３３６ａ（図１１参照）にガイドされつつ作業側部に沿っ
てスライド移動自在であり、第２ゲート部３３２から抜き出すことでエレメント本体３３
６から離脱でき、逆に、第２ゲート部３３２から作業側部に沿ってスライド移動させるよ
うにしてガイド溝３３６ａに係合させていくことで作業側部に装着できるようになってい
る。但し、整列エレメント３３ａのエレメント本体３３６に対して着脱壁３３５を着脱可
能に装着するための構成としては、図示例の構成に限定されず、例えば、ヒンジを介して
、エレメント本体３３６に回転自在に取り付けられたものや、エレメント本体３３６の側
部への押し込みによって離脱可能に嵌合又は係合して装着される構造のもの（強く引っ張
るか、係合解除用のレバーの操作等によって離脱できる構造）等、各種構成が採用可能で
ある。
【００３４】
　図５に示すように、成端ユニット５は、モジュール収納部５１と、このモジュール収納
部５１から作業面側（図５左側。但し、前面側接続盤２３の成端ユニット５については架
前面側が作業面側であるが、背面側接続盤２４の成端ユニット５については架背面側が作
業面側である。）に突設された成端光ファイバ用ダクト５３（配線ダクト）と、前記モジ
ュール収納部５１の下から成端ユニット５の作業面側に張り出すように突出されたケーブ
ル側光ファイバ配線棚５４とを有している。前記成端光ファイバ用ダクト５３は、前記ケ
ーブル側光ファイバ配線棚５４の前記モジュール収納部５１よりも成端ユニット５の作業
面側に突出した部分（張出部５４ａ）の上に設けられている。
【００３５】
　成端光ファイバ用ダクト５３は、成端架２の左右方向（図１（ａ）左右）に沿って延在
する成端ユニット５の延在方向に沿って成端架２の左右に延在されている。この成端光フ
ァイバ用ダクト５３には、配線架３から成端架２に引き込まれて光モジュール４の光コネ
クタアダプタ４２に接続された成端光ファイバ７１が配線される。なお、図４（ａ）、図
５に示すように、光モジュール４の光コネクタアダプタ４２に接続された成端光ファイバ
７１において、光モジュール４から成端ユニット５の作業面側に成端光ファイバ用ダクト
５３まで延びる部分は、成端光ファイバ用ダクト５３上に突設されたＲガイド５６及びク
リップ５７によって緩やかに湾曲した状態が維持される。クリップ５７は、一対の樹脂製
線材５７ａの間に成端光ファイバ７１を離脱可能に保持するものであり、光モジュール４
単位で複数本の成端光ファイバ７１を一括保持することができる。
【００３６】
　ケーブル側光ファイバ配線棚５４は、成端ユニット５に沿って成端光ファイバ用ダクト
５３と並列に左右に延在されている。このケーブル側光ファイバ配線棚５４には、成端架
２に導入された光ファイバケーブル６の端末から成端ユニット５に引き込まれて光モジュ
ール４の光コネクタアダプタ４３に接続されたケーブル側光ファイバ６１が配線される。
ケーブル側光ファイバ６１は、余長収納空間３４から目的の成端ユニット５のケーブル側
光ファイバ配線棚５４に引き込まれて、目的の光モジュール４まで配線される。
　なお、成端光ファイバ用ダクト５３及びケーブル側光ファイバ配線棚５４は、いずれも
、樋状に形成されているため、配線された光ファイバ６１、７１が脱落しにくく、また、
ケーブル側光ファイバ６１と成端光ファイバ７１とが輻輳するといった不都合も確実に防
止できる。
【００３７】
　図５に示すように、成端光ファイバ用ダクト５３とモジュール収納部５１との間に確保
された作業空間５Ｓには、ケーブル側光ファイバ配線棚５４の張出部５４ａ上に取り付け
られた保留台５８が配置されている。保留台５８上には、ケーブル側光ファイバ配線棚５
４に引き込まれたケーブル側光ファイバ６１の先端部を取り出し可能に保持して保留する
保留する保留部５８１が設けられている。この保留台５８は、複数本のケーブル側光ファ
イバ６１を、ケーブル側光ファイバ配線棚５４の延在方向に沿って横並びに配列状態に保
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持できるものである。この保留台５８では、ケーブル側光ファイバ６１を、モジュール収
納部５１に横並びに配列させて収納される光モジュール４と配列ピッチを揃えて、複数横
並びに配列させて保留部５８１で保持するようになっており（例えば、図７参照）、ケー
ブル側光ファイバ６１の先端部は、保留部５８１に保持されることで、このケーブル側光
ファイバ６１を接続する光モジュール４のモジュール収納部５１における収納位置の近傍
に保留される。このように、複数本のケーブル側光ファイバ６１を横並びに配列させて保
留しておく構成であれば、ケーブル側光ファイバ６１の回線識別が容易であり、光モジュ
ール４との接続、成端光ファイバ７１側の光回線との接続の際の回線対照が明瞭となり、
接続作業性を向上できる。
【００３８】
　図７は、保留部５８１の一例を示す。図７に例示した保留部５８１は、保留台５８上に
取り付けられた弾性変形可能な樹脂製シートによって形成されており、この樹脂製シート
を部分的に切り込んで形成された押さえ片５８２によって、ケーブル側光ファイバ６１を
保留台５８１に押さえ込むようにして保持する構造になっている。押さえ片５８２を弾性
変形させれば、押さえ片５８２によって押さえ込んでいたケーブル側光ファイバ６１を保
留台５８から取り出すことができ、これにより、ケーブル側光ファイバ６１先端の光コネ
クタアダプタ４３への押し込み及び接続作業を行えるようになる。
　また、保留部５８１としては、図７に例示した構造のものに限定されず、例えば、ケー
ブル側光ファイバ６１先端の光コネクタ６２を着脱可能に保持するコネクタホルダ等であ
っても良い。
【００３９】
　図４に示すように、前記成端光ファイバ用ダクト５３は、該成端光ファイバ用ダクト５
３の延在方向において複数（ここでは３つ）のダクト分割体５３１に分割されている。複
数のダクト分割体５３１は、成端光ファイバ用ダクト５３の延在方向に一列に配列されて
いる。図６に示すように、各ダクト分割体５３１は、ケーブル側光ファイバ配線棚５４上
に設けられたダクト支持台５４１上に載せるようにして設置される。ダクト支持台５４１
は、ダクト分割体５３１を、ケーブル側光ファイバ配線棚５４との間に若干の隙間が確保
されるように支持する。この隙間は、ケーブル側光ファイバ配線棚５４上に配線されるケ
ーブル側光ファイバ６１の収納空間として利用できる。
　また、図６に示すように、各ダクト分割体５３１は、ダクト支持台５４１に着脱可能で
ある。ダクト支持台５４１からダクト分割体５３１を取り外すと、ケーブル側光ファイバ
配線棚５４上を開放できるため、ケーブル側光ファイバ６１の、ケーブル側光ファイバ配
線棚５４への引き込み、入れ替え、撤去等の作業を効率良く行える。
【００４０】
　この光配線盤１では、例えば、成端ユニット５のモジュール収納部５１に収納される光
モジュール４の数に対応するケーブル側光ファイバ６１を、モジュール収納部５１への光
モジュール４の収納前に先行して成端ユニット５に引き込んで、先端部を保留台５８に保
留しておき、モジュール収納部５１に光モジュール４を収納した際に、保留台５８からケ
ーブル側光ファイバ６１の先端を取り出して、光モジュール４の光コネクタアダプタ４３
に光コネクタ６２を挿入及び接続するといったことが可能である。この場合、例えば、モ
ジュール収納部５１への光モジュール４の増設に対応して、必要な数だけ、ケーブル側光
ファイバ６１を保留台５８から取り出して、光モジュール４の光コネクタアダプタ４３に
接続すれば良い。
　保留台５８に保留しておいたケーブル側光ファイバ６１先端の光コネクタ６２を保留台
５８から取り出し、モジュール収納部５１に収納された光モジュール４の光コネクタアダ
プタ４３に接続する際には、ケーブル側光ファイバ配線棚５４上からダクト分割体５３１
を取り外すことで、ケーブル側光ファイバ６１の余長をケーブル側光ファイバ配線棚５４
から引き出す作業等を効率良く行える。
【００４１】
　なお、モジュール収納部５１への光モジュール４の増設は、モジュール収納部５１の余
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長収納空間３４に近い側から順次行うことが好ましい。保留台５８に保留されているケー
ブル側光ファイバ６１の先端部は、保留位置に対応する位置にてモジュール収納部５１に
収納された光モジュール４の光コネクタアダプタ４３に挿入及び接続するが、モジュール
収納部５１への光モジュール４の増設をモジュール収納部５１の余長収納空間３４に近い
側から順次行うようにすれば、ケーブル側光ファイバ配線棚５４からのケーブル側光ファ
イバ６１の余長引き出し等の作業のために行うダクト分割体５３１の取り外しも、余長収
容空間３４に近い側のダクト分割体５３１から順に行うこととなり、先行して、成端光フ
ァイバ用ダクト５３に引き込んだ成端光ファイバ７１を動かす必要が無くなる。
【００４２】
　また、図４、図５に示すように、この成端ユニット５では、ケーブル側光ファイバ配線
棚５４上での湾曲配線によって、ケーブル側光ファイバ６１の余長をケーブル側光ファイ
バ配線棚５４内に収納できる。このため、保留台５８から先端部を取り出したケーブル側
光ファイバ６１を光モジュール４の光コネクタアダプタ４３に接続する際に、ケーブル側
光ファイバ配線棚５４から余長を、ケーブル側光ファイバ配線棚５４からケーブル側光フ
ァイバ６１を引き出すための引き出し余長として機能させることができる。
　なお、モジュール収納部５１の下から成端ユニット５の作業面側に張り出されているケ
ーブル側光ファイバ配線棚５４であれば、ケーブル側光ファイバ６１を湾曲配線するため
の領域を広く確保することができ、余長収納量を充分に確保できる。
【００４３】
　上述のように、成端ユニット５に設けられた保留台５８にケーブル側光ファイバ６１の
先端部を保留しておくことができる構造であれば、成端ユニット５へのケーブル側光ファ
イバ６１の先端部の引き込みを、モジュール収納部５１への光モジュール４の収納前に完
了しておくことができるため、例えば光モジュール４の増設作業の度に、いちいちケーブ
ル側光ファイバ６１の成端ユニット５への引き込み作業を行う必要が無く、ケーブル側光
ファイバ６１の光モジュール４への接続を迅速に行え、成端ユニット５での、ケーブル側
光ファイバ６１と成端光ファイバ７１との接続の作業性を向上できる。
【００４４】
　成端光ファイバ用ダクト５３全体、あるいは、ダクト分割体５３１を動かして、ケーブ
ル側光ファイバ配線棚５４の張出部５４ａ上を開閉できるようにする構成（可動支持機構
）としては、例えば、図８に示すように、成端ユニット５に設けた回動支持機構５４２（
ヒンジ。可動支持機構）によって、前記成端光ファイバ用ダクト５３の各ダクト分割体５
３１を個別に上下に回動自在に支持した構造も採用可能である。この場合、前記ケーブル
側光ファイバ配線棚５４から上方に回動させた成端光ファイバ用ダクト５３を所定位置に
保持するための保持機構（下降防止ストッパ）を成端ユニット５に設けておくことが好ま
しい。
　また、前記可動支持機構としては、成端光ファイバ用ダクト５３全体、あるいは、ダク
ト分割体を、成端ユニット５の作業面側に引き出し可能に支持する構造等も採用可能であ
る。
【００４５】
　また、図８、図９に示すように、ケーブル側光ファイバ配線棚５４には、ケーブル側光
ファイバ６１の余長を収納するための余長収納トレー５４３を設けても良い。この場合、
余長収納トレー５４３によって、ケーブル側光ファイバ６１の余長をコンパクトに纏めて
収納できるため、ケーブル側光ファイバ配線棚５４上でのケーブル側光ファイバ６１の輻
輳防止に有利である。
　また、前述の保留台５８は、保留部５８１を、ケーブル側光ファイバ配線棚５４上のモ
ジュール収納部５１に収納された光モジュール４の光コネクタアダプタ４３付近に支持す
る構成であり、ケーブル側光ファイバ配線棚５４から上方に大きく突出された構成になっ
ているが、ケーブル側光ファイバ配線棚５４上におけるケーブル側光ファイバ６１の先端
部の収納位置はこれに限定されず、例えば、ケーブル側光ファイバ配線棚５４の張出部５
４ａ上（すなわち、張出部５４ａと成端光ファイバ用ダクト５３との間の隙間）に収納す
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ること等も可能である。
【００４６】
　図１（ａ）に示すように、余長収納空間３４には、配線架３から成端架２に引き込まれ
る成端光ファイバ７１の余長７１ａが収納される。余長収納空間３４に収納される成端光
ファイバ７１の余長７１ａは、成端光ファイバ７１が引き込まれた成端ユニット５の成端
光ファイバ用ダクト５３の余長収納空間３４側の端部（以下、導入端部５３ａとも言う）
と、整列盤３３Ａ、３３Ｂとから下方に垂れ下がるようにしてＵ字状に湾曲処理される。
また、余長収納空間３４は、接続盤ユニット２２及び整列盤３３Ａ、３３Ｂよりも下方に
延在する下方延長空間３４ａの上下方向寸法により、成端ユニット５と整列盤３３Ａ、３
３Ｂとの間に確保した成端光ファイバ７１の余長７１ａが長い場合や、前面側あるいは背
面側の接続盤２３、２４において下部に位置する成端ユニット５と、整列盤３３Ａ、３３
Ｂの下部に位置する整列エレメント３３ａとの間に確保された余長７１ａについても、Ｕ
字状の湾曲処理を確実に行うことができ、配線架３から成端架２に引き込まれる全ての成
端光ファイバ７１の余長７１ａについて、成端ユニット５と整列盤３３Ａ、３３Ｂとの間
に垂れ下げるようなＵ字状の湾曲処理を行える。
【００４７】
　この光配線盤１では、前面側接続盤２３と背面側接続盤２４とを有する接続盤ユニット
２２を採用したことで、充分な収納心数を確保しつつ、前記接続盤ユニット２２を、前記
成端架２及び前記配線架３が設置される設置床８から上方に離隔した位置、すなわち、出
来るだけ光配線盤１の上側への設置を実現している。また、前記整列盤３３Ａ、３３Ｂに
ついても、扁平形状の整列エレメント３３ａの採用によって、設置床８から上方に離隔し
た位置への設置を実現している。これにより、この光配線盤１では、余長収納空間３４の
下方延長空間３４ａに充分な大きさ（ここでは上下方向寸法の大きさを指す）を確保して
おり、全ての成端光ファイバ７１の余長７１ａについて、成端ユニット５と整列盤３３Ａ
、３３Ｂとの間に垂れ下げるようなＵ字状の湾曲処理を実現し、かつ、成端ユニット５の
設置数の確保によって、収納心数を充分に確保している。
【００４８】
　ケーブル側光ファイバ６１は、図１（ａ）、図２に示すように、接続盤ユニット２２の
余長収納空間３４側の側部に設けられているファイバ固定部５５によって離脱可能に引き
留めることができる。ファイバ固定部５５は、成端ユニット５毎に設置されており、ケー
ブル側光ファイバ６１を、引き込み対象の目的の成端ユニット５の成端光ファイバ用ダク
ト５３の導入端部５３ａ付近で引き留めることができる。ファイバ固定部５５は、着脱式
の固定部材５５ａ（図１（ａ）参照）を取り付けることで成端光ファイバ７１を固定する
構造であるため、切替接続等に伴う成端ユニット５間での成端光ファイバ７１の移設等の
作業を行う場合は、ファイバ固定部５５から固定部材５５ａを離脱することで、成端光フ
ァイバ７１の固定を簡単に解除でき、作業性確保の点で有利である。また、図２に示すよ
うに、ケーブル側光ファイバ６１は、前面側接続盤２３の各成端ユニット５に対応して設
けられて上下に多段に配列されたファイバ固定部５５の列と、背面側接続盤２４の各成端
ユニット５に対応して設けられて上下に多段に配列されたファイバ固定部５５の列との間
に確保された引き込み空間５５ｂを介して、ケーブル側光ファイバ配線棚５４に引き込ま
れる。
　図示例のように、ケーブル収納空間２５から前面側接続盤２３までのケーブル側光ファ
イバ６１の配線ルートと、ケーブル収納空間２５から背面側接続盤２４までのケーブル側
光ファイバ６１の配線ルートとが区分けされている構成であれば、ケーブル側光ファイバ
６１の本数が多い場合でも、ケーブル側光ファイバ６１の輻輳を回避することができ、成
端架２に引き込んだ光ファイバケーブル６端末から光モジュール４までケーブル側光ファ
イバ６１を配線する作業や、移設、撤去といった作業の作業性を向上できるといった利点
がある。
【００４９】
　なお、図示例の光配線盤１では、接続盤ユニット２２を構成する前面側接続盤２３の成
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端ユニット５の上下位置と、背面側接続盤２４の成端ユニット５の上下位置とが揃えられ
ており、前面側接続盤２３の成端ユニット５毎に設けられたファイバ固定部５５と、背面
側接続盤２４の成端ユニット５毎に設けられたファイバ固定部５５とは上下位置が揃えら
れている。引き込み空間５５ｂを介して横並びに配置されたファイバ固定部５５間は後付
け可能な連結板５５ｃ（図２のみに図示）で連結されることで、一つのユニット（固定部
ユニット５５ｄ）を構成する。ケーブル側光ファイバ６１は、ケーブル収納空間２５から
、引き込み空間５５ｂを介して横並びに配置された一対のファイバ固定部５５と連結板５
５ｃとで囲まれる引き込み空間５５ｂ、つまり、固定部ユニット５５ｄの内側を経由して
、ケーブル側光ファイバ配線棚５４に到達するように配線される。
　一方、成端光ファイバ７１は、固定部ユニット５５ｄの内側には配線されず、固定部ユ
ニット５５ｄの外側を通るようにして、整列盤３３Ａ、３３Ｂから成端ユニット５の成端
光ファイバ用ダクト５３に引き込み配線される。このため、余長収納空間３４では、ケー
ブル側光ファイバ６１と成端光ファイバ７１とが固定部ユニット５５ｄの内外に区分けし
て配線されるため、輻輳を防止できる。
【００５０】
　この光配線盤１では、配線架３から成端架２に引き込んだ成端光ファイバ７１を、前面
側あるいは背面側の接続盤２３、２４の成端ユニット５の光モジュール４に実装されてい
る光コネクタアダプタ４２にコネクタ接続することで、前記光コネクタアダプタ４２によ
ってコネクタ接続可能に成端されているケーブル側光ファイバ６１と成端光ファイバ７１
とが光接続され、光ファイバケーブル６側の光線路を、成端光ファイバ７１に接続されて
いる伝送装置等と接続できる。成端光ファイバ７１は、先端の光コネクタ７２によって、
光モジュール４の光コネクタアダプタ４２に対して切替接続可能であり、これにより、光
ファイバケーブル６側の光線路に対する成端光ファイバ７１の接続を切り替えることがで
きる。
【００５１】
　図２に示すように、配線架３から成端架２に引き込まれる成端光ファイバ７１は、余長
収納空間３４での振り分け配線によって、前面側接続盤２３への引き込みと背面側接続盤
２４への引き込みとを選択できる。したがい、光モジュール４の光コネクタアダプタ４２
に対する成端光ファイバ７１の切替接続を、前面側接続盤２３の成端ユニット５に収納さ
れている光モジュール４の光コネクタアダプタ４２と、背面側接続盤２４の成端ユニット
５に収納されている光モジュール４の光コネクタアダプタ４２との間で行う場合、余長収
納空間３４での配線ルートの変更によって、前面側接続盤２３及び背面側接続盤２４の一
方から他方へ成端光ファイバ７１の引き込み先を変更することで、引き込み先の成端ユニ
ット５の選択を簡単に行うことができ、切替接続の作業性を確保できる。
【００５２】
　また、この光配線盤１では、成端架２に設置される成端ユニット５を、前面側接続盤２
３と背面側接続盤２４とに分けて設置することで、成端ユニット５の設置位置を出来るだ
け光配線盤１の上側として、全ての成端光ファイバ７１の余長７１ａについて、成端ユニ
ット５と整列盤３３Ａ、３３Ｂとの間に垂れ下げるようなＵ字状の湾曲処理を実現したこ
とにより、成端光ファイバ７１の余長処理手法が統一されるため、光モジュール４の光コ
ネクタアダプタ４２に対する成端光ファイバ７１の切替接続、光モジュール４の光コネク
タアダプタ４２に接続される成端光ファイバ７１（現用光ファイバ７１２）の増設（保留
光ファイバ７１１を現用光ファイバ７１２に変更すること等）、撤去（現用光ファイバ７
１２を保留光ファイバ７１１に変更すること等）等の作業性を確保できる。
【００５３】
　なお、本発明は、前述した実施形態に限定されず、各種変更が可能であることは言うま
でも無い。
　例えば、光モジュールに実装された光コネクタによるケーブル側光ファイバのコネクタ
成端は、上述の実施形態のように、光モジュール４の光コネクタアダプタ４３にて、ケー
ブル側光ファイバ６１先端の光コネクタ６２を利用して、光モジュール４内の光ファイバ
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ってコネクタ接続可能に成端されている光モジュール内の光ファイバの他端に対する融着
接続等によって実現することも可能である。但し、ケーブル側光ファイバ６１先端の光コ
ネクタ６２を利用した光モジュール４内の光ファイバ４４とのコネクタ接続であれば、成
端の作業性の点で有利である。
　本発明に係る光配線盤としては、上述したような成端架と配線架とを具備する構成のも
のに限定されず、各種構造のものを採用できる。また、前面側接続盤２３と背面側接続盤
２４の両方を具備したものに限定されず、例えば、前記成端ユニットを上下多段に搭載し
た接続盤を一つのみ有する構成の光配線盤や、本発明に係る成端ユニットを一つだけ搭載
した構造の光配線盤であっても、本発明に係る光配線盤に含まれるものとする。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】本発明に係る光配線盤を示す図であり、（ａ）は正面図、（ｂ）は側面図である
。
【図２】図１（ｂ）のＡ－Ａ線矢視図である。
【図３】図１（ａ）のＢ－Ｂ線矢視図（部分断面図）である。
【図４】図１の光配線盤に搭載される成端ユニットを示す図であって、（ａ）は平面図、
（ｂ）は正面図である。
【図５】図４の成端ユニットの構造を示す側面図である。
【図６】図４の成端ユニットにおける成端光ファイバ用ダクトの支持構造を示す図である
。
【図７】図４の成端ユニットの保留台の保留部の一例を示す斜視図である。
【図８】成端ユニットの可動支持機構の別態様を示す図である。
【図９】成端ユニットのケーブル側光ファイバ配線棚に余長収納トレーを設けた例を示す
平面図である。
【図１０】図１の光配線盤の配線架に設けられる整列エレメントを示す斜視図である。
【図１１】図１０のＣ－Ｃ線矢視図であり、整列エレメントの断面構造を示す図である。
【図１２】図１の光配線盤の配線架に設けられる保留エレメントを示す斜視図である。
【符号の説明】
【００５５】
　１…光配線盤、４…光モジュール、４２…光コネクタ（光コネクタアダプタ）、４３…
光コネクタ（ケーブル接続用光コネクタ、光コネクタアダプタ）、５…成端ユニット、５
１…モジュール収納部、５３…配線ダクト（成端光ファイバ用ダクト）、５４…ケーブル
側光ファイバ配線棚、６…光ファイバケーブル、６１…光ファイバ（ケーブル側光ファイ
バ）、６２…光コネクタ（光コネクタプラグ）、７１…別の光ファイバ（成端光ファイバ
）、７１１…成端光ファイバ（保留光ファイバ）、７１２…成端光ファイバ（現用光ファ
イバ）、７２…光コネクタ（光コネクタプラグ）。
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