
JP 4419470 B2 2010.2.24

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユニット拡張用のシェルフの空きスロット毎にダミーユニットを取り付ける構成とする
通信装置であって、
　前記ダミーユニットは、ブック型シェルフのガイドレールに係合するスライドレール部
と、上下方向の通気穴を通してダクト形状を形成する通気ダクト部と、予め拡張用ユニッ
トヘ接続する光コネクタを収容する光コネクタ収容ケースとを有し、
　前記ダミーユニットの前面側には取外し可能な前記光コネクタ収容ケースを収納できる
凹形状構造とし、
　前記光コネクタ収容ケースは、将来のプリント板ユニットの拡張の必要性に応じて予め
配線してある拡張用光ファイバーケーブルの光コネクタを収容した状態で閉じることで保
持固定する構成としたことを特徴とする光ファイバーケーブル配線収容構造。
【請求項２】
　請求項１に記載の光ファイバーケーブル配線収容構造において、前記光コネクタ収容ケ
ースは、対を成す復元弾性部材同士の押圧で拡張用光ファイバーケーブルを保持するよう
にＵ字形状に折り曲げた樹脂製シートの内面側に互いに対向するよう固定し、前記樹脂製
シートの復元性によって重なり合う部分を開閉可能に構成するとともに、前記復元弾性部
材の一部には前記拡張用光ファイバーケーブルを分散配置するための窪み部を設けたこと
を特徴とする光ファイバーケーブル配線収容構造。
【請求項３】
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　通信装置のユニット拡張用のシェルフの空きスロットにプリント板ユニットを増設する
際に、ブック型シェルフのガイドレールに係合するスライドレール部と、上下方向の通気
穴を通してダクト形状を形成する通気ダクト部と、予め拡張用ユニットヘ接続する光コネ
クタを収容する光コネクタ収容ケースとを有するダミーユニットへ、将来の拡張の必要性
に応じて光コネクタ付き光ファイバーケーブルを予め配線しておく光コネクタ収容方法で
あって、
　前記光コネクタを収容する光コネクタ収容ケースの内面側に設けられた弾性部材の窪み
部に光コネクタを分散配置するステップと、
　前記光ファイバーケーブルを弾性材料同士の合わせ面より出すことで前記光ファイバー
ケーブルを保持するステップと、
　前記ダミーユニットの前面側の取外し可能な凹形状構造へ、前記光コネクタ収容ケース
を装着するステップと、
　前記ダミーユニットに設けられたスライドレール部を通信装置のユニット拡張用のブッ
ク型シェルフの空きスロット毎に前記ブック型シェルフのガイドレールに係合するステッ
プと、
を含むことを特徴とする光コネクタ収容方法。
【請求項４】
　通信装置のユニット拡張用のシェルフの空きスロットにプリント板ユニットを増設する
際に、ブック型シェルフのガイドレールに係合するスライドレール部と、上下方向の通気
穴を通してダクト形状を形成する通気ダクト部と、予め拡張用ユニットヘ接続する光コネ
クタを収容する光コネクタ収容ケースとを有するダミーユニットから、拡張用光ファイバ
ーケーブルの光コネクタを取り出して、前記プリント板ユニットに接続する光コネクタ接
続方法であって、
　前記ユニット拡張用の空きスロットに予め挿入されている前記ダミーユニットの胴体部
分の前面側に設けられた取外し可能な光コネクタ収容ケースの抜け防止を解除して前記光
コネクタ収容ケースを取り出し、前記光コネクタ収納ケース内に収容される拡張用の光フ
ァイバーケーブルを取り出すステップと、
　前記ダミーユニットを前記空きスロットから取り出し、代わりにプリント板ユニットを
増設するステップと、
　前記プリント板ユニットの光コネクタ受け部に前記光コネクタを接続するステップと、
を含むことを特徴とする光コネクタ接続方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＦＴＴＨ（Fiber To The Home)などの一般家庭の光回線装置からＩＤＣセン
タ（Internet Data Center) 装置の大型機器まで、ルーターをはじめとする光ファイバー
ケーブルを使用する全ての機器において適用できる光ファイバーケーブル配線収容構造お
よび光コネクタ収容ケースに係り、特に、シェルフの搭載スロット幅を基準とし、搭載ユ
ニットの高さに応じたサイズのダミーユニットを適宜空きスロットへ搭載できるように構
成するとともに、それぞれのダミーユニットへは将来の必要性に応じて光ファイバーケー
ブルを予め配線しておき、光ファイバーケーブル先端を保護された状態で保持固定する通
信装置の光ファイバーケーブル配線収容構造、光コネクタ収容ケース、光コネクタ収容方
法および光コネクタ接続方法に関するものである。
【０００２】
　昨今のブロードバンドネットワークへの高まりにより、システム拡張性とイニシャルコ
スト抑制を高次元で両立させ、且つ地球環境問題に対しても配慮した通信機器の必要性が
高まっている。
【背景技術】
【０００３】
　図１１は、従来の通信装置の光ファイバーケーブル配線収容構造を示す斜視図である。
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同図において、ラック１０には上下に２ユニットのシェルフ２が搭載されており、各シェ
ルフ２にはそれぞれ光ファイバーケーブル１が下方からケーブルダクト３を経由して各プ
リント板ユニット (実機ユニット）７に接続している。目隠し板４は、プリント板ユニッ
ト (実機ユニット）７が実装されておらず、将来の増設を見込んで空き状態になっている
箇所を目隠し用の板で塞ぐものである。
【０００４】
　一方、光コネクタ８が先端部に設けられた拡張用光ファイバーケーブル９は、将来のプ
リント板ユニット (実機ユニット）７の増設に備えて配線しておくものであり、該当する
シェルフ２近傍のラック１０またはラック１０の近傍に保持しておく。そして、プリント
板ユニット（実機ユニット）７を増設する際には、目隠し板４を外してプリント板ユニッ
ト (実機ユニット）７を増設し、必要な拡張用光ファイバーケーブル９を増設したプリン
ト板ユニット (実機ユニット）７の位置までケーブルダクト３を通して配線し、該当する
光コネクタ８を対応するプリント板ユニット (実機ユニット）７の接合部に係合させる（
例えば、特許文献１参照。）。
【０００５】
　なお、５はプリント板ユニット (実機ユニット）７の着脱を行うためのイジェクタであ
り、６は強制空冷用のファンを示す。
【特許文献１】特開２００２－５０８８７号公報（図１７および図１８）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従来の光ファイバーケーブル配線収容構造では、次のような問題点があった。
【０００７】
　第１に、従来の光ファイバーケーブル配線収容構造は、通信装置の導入初期から拡張構
成を考慮しておくために、必要以上の機器と光ファイバーケーブルを用意する必要があり
、初期費用が大きくなっていた。また、需要の急激な変化など予測外れにより機器の過不
足等が生じる場合があり、リスクが大きく、システム柔軟性に欠けるものであった。
【０００８】
　第２に、予め光ファイバーケーブルだけを配線しておく方法とした場合、光ファイバー
ケーブルでは折損を防止するための最小曲げ半径を確保する必要があり、保持用のアダプ
タや固定パネルをコネクタ種別毎に新たに準備せねばならないなど搭載効率が低下したり
、高価となっていた。
【０００９】
　第３に、予め光ファイバーケーブルだけを配線しておく方法とした場合、光ファイバー
ケーブルでは埃などの付着による焼付け防止や通信特性保護のため、光ファイバーケーブ
ル先端の防塵対策を光コネクタ形状に応じて施す必要があり、複雑な構成となっていた。
　　　
【００１０】
　第４に、予め光ファイバーケーブルだけを配線しておく方法とした場合、プリント板ユ
ニット（実機ユニット）装着時の光コネクタ位置と相違が生じ、ケーブル長が不足したり
余長の処理ができない等の問題が発生していた。
【００１１】
　第５に、ファン等による強制空冷方法をとる場合、同一シェルフ内で隣接するユニット
実装箇所に空きを設けると空冷効果が低下したり、防塵対策が行えない等の問題が発生し
ていた。
【００１２】
　第６に、ユニットによる電磁シールド構造をとる場合、同一シェルフ内でユニット実装
箇所に空きを設けることは、電磁シールド効果が低下し、他装置の誤動作等の問題が発生
する場合があった。
【００１３】
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　第７に、ユニットによる防火構造を行う場合、同一シェルフ内でユニット実装箇所に空
きを設けることは、火災発生時に炎の拡散などの問題が発生していた。
【００１４】
　第８に、プリント板ユニット（実機ユニット）をダミーユニットと相互に交換して使用
するには、シェルフ側にダミーユニット固定用突起物等を設けることが困難であった。
【００１５】
　本発明は、上記の問題点を解消するために成れたもので、光ファイバーケーブルを予め
配線しておくことが可能となり、光ファイバーケーブル長に過不足が生じなく、更にユニ
ットやラックの実装スペースの有効活用を図った通信装置の光ファイバーケーブル配線収
容構造、光コネクタ収納ケース、光コネクタ収納方法および光コネクタ装着方法を提供す
ることを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上記課題を解決するための第１の発明は、ユニット拡張用のシェルフの空きスロット毎
にダミーユニットを取り付ける構成とする通信装置であって、前記ダミーユニットは、ブ
ック型シェルフのガイドレールに係合するスライドレール部と、上下方向の通気穴を通し
てダクト形状を形成する通気ダクト部と、予め拡張用ユニットヘ接続する光コネクタを収
容する光コネクタ収容ケースとを有し、前記ダミーユニットの前面側には取外し可能な前
記光コネクタ収容ケースを収納できる凹形状構造とし、前記光コネクタ収容ケースは、将
来のプリント板ユニットの拡張の必要性に応じて予め配線してある拡張用光ファイバーケ
ーブルの光コネクタを収容した状態で閉じることで保持固定する構成とした光ファイバー
ケーブル配線収容構造である。
【００１７】
　この第1の発明によれば、光ファイバーケーブルの保持位置を最適化できることで、予
備配線されている光ファイバーケーブルを使って実機と接続する際、光ファイバーケーブ
ル長に過不足が生じないため工事が容易な光ファイバーケーブル配線収容構造を提供でき
るとともに、光コネクタ収容ケースはダミーユニットと独立して着脱可能であり、人手に
よる光ファイバーケーブルへのアクセス領域の最小化により、装置実装密度の向上した光
ファイバーケーブル配線収容構造を提供できる。
【００１８】
　第２の発明は、前記光コネクタ収容ケースは、対を成す復元弾性部材同士の押圧で拡張
用光ファイバーケーブルを保持するようにＵ字形状に折り曲げた樹脂製シートの内面側に
互いに対向するよう固定し、前記樹脂製シートの復元性によって重なり合う部分を開閉可
能に構成するとともに、前記復元弾性部材の一部には前記拡張用光ファイバーケーブルを
分散配置するための窪み部を設けたことを特徴とする光ファイバーケーブル配線収容構造
である。
【００１９】
　第２の発明によれば、光ファイバーケーブル保護部を樹脂等軽量な部材で構成すること
により取扱い作業中の誤落下などにおいても、光ファイバーケーブルを折損する心配がな
く安全である光コネクタ収容ケースを提供できる。
【００２０】
　第３の発明は、通信装置のユニット拡張用のシェルフの空きスロットにプリント板ユニ
ットを増設する際に、ブック型シェルフのガイドレールに係合するスライドレール部と、
上下方向の通気穴を通してダクト形状を形成する通気ダクト部と、予め拡張用ユニットヘ
接続する光コネクタを収容する光コネクタ収容ケースとを有するダミーユニットへ、将来
の拡張の必要性に応じて光コネクタ付き光ファイバーケーブルを予め配線しておく光コネ
クタ収容方法であって、
　前記光コネクタを収容する光コネクタ収容ケースの内面側に設けられた弾性部材の窪み
部に光コネクタを分散配置するステップと、
　前記光ファイバーケーブルを弾性材料同士の合わせ面より出すことで前記光ファイバー
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ケーブルを保持するステップと、
　前記ダミーユニットの前面側の取外し可能な凹形状構造へ、前記光コネクタ収容ケース
を装着するステップと、
　前記ダミーユニットに設けられたスライドレール部を通信装置のユニット拡張用のブッ
ク型シェルフの空きスロット毎に前記ブック型シェルフのガイドレールに係合するステッ
プとを含んでいる。
【００２１】
　この第３の発明によれば、光ファイバーコネクタの種別に左右されることなく、共通品
を同一手順で取扱できるため、取扱いが難しい光ファイバーケーブルを予め配線しておく
ことが可能となり、初期設備投資費用を削減できる光コネクタ収容方法を提供できる。
【００２２】
　第４の発明は、通信装置のユニット拡張用のシェルフの空きスロットにプリント板ユニ
ットを増設する際に、ブック型シェルフのガイドレールに係合するスライドレール部と、
上下方向の通気穴を通してダクト形状を形成する通気ダクト部と、予め拡張用ユニットヘ
接続する光コネクタを収容する光コネクタ収容ケースとを有するダミーユニットから、拡
張用光ファイバーケーブルの光コネクタを取り出して、前記プリント板ユニットに接続す
る光コネクタ接続方法であって、
　前記ユニット拡張用の空きスロットに予め挿入されている前記ダミーユニットの胴体部
分の前面側に設けられた取外し可能な光コネクタ収容ケースの抜け防止を解除して前記光
コネクタ収容ケースを取り出し、前記光コネクタ収納ケース内に収容される拡張用の光フ
ァイバーケーブルを取り出すステップと、
　前記ダミーユニットを前記空きスロットから取り出し、代わりにプリント板ユニットを
増設するステップと、
　前記プリント板ユニットの光コネクタ受け部に前記光コネクタを接続するステップとを
含んでいる。
【００２３】
　この第４の発明によれば、容易かつフレキシブルにシステム変更の対応ができ、光コネ
クタ収容ケース及びダミーユニット本体を廃棄する場合も分別が容易であり、地球環境へ
の負荷を少なくできる光コネクタ接続方法を提供できる。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明の光ファイバーケーブル配線収容構造、光コネクタ収容ケース、光コネクタ収容
方法および光コネクタ接続方法は、以下に記する効果が考えられる。
(1) 取扱いが難しい光ファイバーケーブルを予め配線しておくことが可能となり、初期設
備投資費用を削減でき、容易で、フレキシブルにシステム変更の対応ができる。
(2) 光ファイバーコネクタの種類に左右されることなく、共通品を同一手順で取扱いでき
ることにより、ユーザフレンドリーであると同時に大幅なコスト削減ができる。
(3) 光ファイバーケーブル保護部は、ユニットと独立して着脱可能であり、人手での光フ
ァイバーケーブルへのアクセス領域の最小化による装置実装密度の向上が図れる。
(4) 光ファイバーケーブル保護部を樹脂等軽量な部材で構成することにより、取り扱い作
業中の誤落下等においても、光ファイバーケーブルを損傷する心配がなく安全である。
(5) 光ファイバーケーブルの保持位置を最適化できることで、予備配線されている光ファ
イバーケーブルを使って実機と接続の際、光ファイバーケーブル長に過不足が生じないた
め、工事が容易となる。
(6) 光ファイバーケーブルの保持に高価な中継アダプタを使用しないため、大幅なコスト
削減ができる。また、多種コネクタそれぞれに対応した固定スペースを必要としないため
、ユニットやラックの実装スペース有効利用が可能となる。
(7) 光ファイバーケーブル付属の防塵キャップがそのまま使用できるため、新たな防塵構
造などを必要としないため、大幅なコスト削減ができる。
(8) 着脱可能な光ファイバーケーブル保護部は、本体と分離した構成であり、ダミーユニ
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ット本体を廃棄する場合も分別が容易であり、地球環境への負荷を少なくできる。
といった産業上きわめて有益な効果を発揮する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　以下、本発明の実施の形態について、図を参照しながら説明する。
【００２８】
　なお、全図を通じて理解を容易にするために同様箇所には、同一符号を付して示すもの
とする。
【００２９】
　図１は、本発明第１の一実施形態における通信装置の光ファイバーケーブル配線収容構
造を示す斜視図であり、シェルフ２４の搭載スロット幅を基準とし、搭載ユニットの高さ
に応じたサイズのダミーユニット２１を適宜空きスロットへ搭載できるように構成してい
る。また、それぞれのダミーユニット２１へは将来の必要性に応じて拡張用光ファイバー
ケーブル９を予め配線しておき、ケーブル先端を保護された状態で保持固定する。ダミー
ユニット２１は、上下に構成されたスライドレール部 (上）１８とスライドレール部 (下
）１２、通気ダクト部１９、電磁シールド部２０、光コネクタ収容ケース１５から構成さ
れ、光コネクタ収容ケース１５は指掛け部１６に指を掛け、引き出し着脱できる構成であ
る。
【００３０】
　スライドレール部 (上）１８とスライドレール部（下）１２は、シェルフ２４のユニッ
ト搭載スロットの上下に設けられたガイドレール２３と係合し、ダミーユニット２１を所
定の位置に誘導させる。また、スライドレール部 (上）１８とスライドレール部 (下）１
２の中央には通気穴を、前方には指掛け部１６として凹部を設けておき、指掛け部１６を
材料弾性にて上下可動可能に構成し、スライドレール部 (上）１８とスライドレール部 (
下）１２の外側に向かいシェルフ係合突起 (上）１７とシェルフ係合突起 (下）１３をシ
ェルフ２４側のユニット係合用くぼみ２２に係合させるよう構成する。なお、指掛け部１
６の隣にケーブル用スリット１１を設け、拡張用光ファイバーケーブル９がダミーユニッ
ト２１の前面より突出しないようにする。
【００３１】
　通気ダクト部１９はシェルフ２４の排気を他方へ逃がすことなく、上下方向へ誘導し、
適正な通風抵抗を保つよう、左右側壁よりダクト形状を形成し、前側に光コネクタ収容ケ
ース１５領域を構成する。なお、側壁端面に左右方向への飛出し防止用突起１４を設け、
光コネクタ収容ケース１５が容易に前面へ飛び出さないようにする。
【００３２】
　電磁シールド部２０は、シェルフ２４の奥側にありダミーユニット２１と導通嵌合する
バックパネル (図示せず）からの放射をバックパネル表面に配置された枠開口部の周囲に
バネ性を有する金属で囲われた箱を被せることで、導通させシールドする。
【００３３】
　光コネクタ収容ケース１５は、ダミーユニット２１の前面側に位置し、スライド出し入
れできる凹形状に構成した空間に収納されている。なお、光コネクタ収容ケース１５の詳
細については図５～図７の説明箇所にて後述する。
【００３４】
　図２は、光コネクタ収容ケースの分離状態を示す説明図である。同図において、光コネ
クタ収容ケース１５は上下に設けられている脱着用指掛け部２５に指を掛けてダミーユニ
ット２１から引き出し脱着した状態を示している。
【００３５】
　図３は、ダミーユニットの分解斜視図である。同図において、ダミーユニットの胴体部
は、防火壁２７にて上下方向に通気ダクト形状を形成し、ダミーユニット奥側には金属で
囲われた箱状の電磁シールド部２０を構成するとともに、ダミーユニット前面側にある凹
部構造２６は、光コネクタ収容ケースを格納するために凹形状に構成した空間を形成する
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。なお、１４はコネクタ収容ケースを前述した空間部に格納係止するための飛出し防止用
突起であり、１７はダミーユニットをシェルフの空きスロットヘスライドして搭載係止す
るためのシェルフ係合用突起である。
【００３６】
　図４は、光コネクタ収容ケースの装着・引出し構造を示す説明図である。同図において
、光コネクタ収容ケース１５の開口部をダミーユニット２１正面側に装着するようにし、
また、ケース引出し用つまみ２８の突起部分をつまむことで通気ダクトケースからの飛び
出し防止突起１４を乗り越え全面への引き出しを可能に構成する。
【００３７】
　図５は本発明第２の一実施形態における光コネクタ収容ケースの開口状態を示す図であ
る。同図において、光コネクタ収容ケースは、ウレタン等弾性を有する材料２９の中央一
部に光コネクタを収容するための凹部を設けた光コネクタ収容部３０と、それと一対で全
体をカバーする部材とをＵ字形状に折り曲げた樹脂シート３１内側に互いに対向するよう
に貼付け、樹脂シート３１の弾性により開閉可能に構成し、光コネクタを収容した状態で
閉じることで保持できるようにする。
【００３８】
　図６は、光コネクタ収容ケースの断面図である。同図において、光コネクタ収容ケース
には、プリント板ユニット（実機ユニット）に導入される最大数の拡張用光ファイバーケ
ーブル９の種類及び本数をプリント板ユニット（実機ユニット）と同じ位置に防塵キャッ
プ３３の付いた状態で収容可能な保持構造を持たせ、かつ保持構造部のみ分離可能に構成
する。３２は半径・ルート規制形状であり、拡張用光ファイバーケーブル９の折損を防止
するために最小曲げ半径を確保するために必要とされる。
【００３９】
　図７は、２段構成の光コネクタ収容ケースの断面図である。図６で示した光コネクタ収
容ケースと同構成を樹脂シート３１の長さ方向に２箇所に設け、他方の収容凹部である光
コネクタ収容部３０に収容された光コネクタ８からの拡張用光ファイバーケーブル９を樹
脂シート開閉軸側ケーブル収容スペース３４に配線させることで、もう一方の光コネクタ
収容部３０を縦断しないように構成する。
【００４０】
　図８は、本発明の一実施形態における実機ユニット増設時に光コネクタを接続する説明
図である。同図において、プリント板ユニット（実機ユニット）７がダミーユニットに代
わって増設する際に、光コネクタ８付きの拡張用光ファイバーケーブル９を、光コネクタ
収容ユニットから取り出し、各光コネクタ８を対応するプリント板ユニット（実機ユニッ
ト）７の光コネクタ受け部３５に接続する。
【００４１】
　図９は、本発明第３の一実施形態における光コネクタ収容方法の動作フローチャートで
ある。本実施例ではダミーユニットへ将来の拡張必要性に応じて光ファイバーケーブルを
先行配線する内容である。
【００４２】
　以下、図９の動作フローについて、図１乃至図７を用いて説明する。
【００４３】
　Ｓ１．将来の増設時に必要となるプリント板ユニット（実機ユニット）７の搭載位置ま
で対応する拡張用光ファイバーケーブルを予め配線する。
【００４４】
　Ｓ２．光コネクタ収容ケース１５の光コネクタ収容部３０に拡張用光ファイバーケーブ
ル９の光コネクタ８を分散配置する。
【００４５】
　Ｓ３．光コネクタ収容ケース１５の開口部を閉じることにより、対を成す復元弾性部材
（ウレタン部材）２９同士の押圧で拡張用光ファイバーケーブル９を保持する。
【００４６】
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　Ｓ４．光コネクタ収容ケース１５をダミーユニット２１へ装着する。
【００４７】
　図１０は、本発明第４の一実施形態における光コネクタ接続方法の動作フローチャート
である。本実施例では既存設備の拡張を行う際に、予め拡張用に配線されていた光ファイ
バーケーブルをプリント板ユニット（実機ユニット）へ接続する内容である。
【００４８】
　Ｓ５．ダミーユニット２１から光コネクタ収容ケース１５を取り出す。
【００４９】
　Ｓ６．光コネクタ収容ケース１５より拡張用光ファイバーケーブル９を取り出す。
【００５０】
　Ｓ７．ダミーユニット２１を廃棄する。
【００５１】
　Ｓ８．ダミーユニット２１が搭載されていたシェルフの該当箇所へプリント板ユニット
（実機ユニット）７を増設する。
【００５２】
　Ｓ９．プリント板ユニット（実機ユニット）７に対応する拡張用光ファイバーケーブル
９を接続する。
【００５３】
　以上述べた本発明の実施の態様は、以下の付記の通りである。
【００５４】
　 (付記１）　ユニット拡張用のシェルフの空きスロット毎にダミーユニット取り付け構
成とする通信装置であって、前記ダミーユニットは、ブック型シェルフのガイドレールに
係合するスライドレール部と、上下方向の通気穴を通してダクト形状を形成する通気ダク
ト部と、予め拡張用ユニットヘ接続する光コネクタを収容する光コネクタ収容ケースとを
有し、前記光コネクタ収容ケースは、将来の必要性に応じて予め配線してある拡張用光フ
ァイバーの光コネクタを収容した状態で閉じることで保持固定する構成としたことを特徴
とする光ファイバー配線収容構造。
　（付記２）　付記１に記載の光ファイバー配線収容構造において、前記ダミーユニット
の前面側には取外し可能な前記光コネクタ収容ケースを収納できる凹形状構造としたこと
を特徴とする光ファイバー配線収容構造。
　 (付記３）　予め配線しておく拡張用光ファイバーの光コネクタ収容ケースであって、
一部に窪みをもつ復元弾性部材と、前記復元弾性部材と対を成しＵ字形状に折り曲げた樹
脂製シートの内面側に互いに対向するよう固定し、前記樹脂製シートの復元性によって重
なり合う部分を開閉可能に構成したことを特徴とする光コネクタ収容ケース。
　（付記４）　付記３に記載の光コネクタ収容ケースにおいて、前記樹脂製シートの内面
側に上下方向に複数段の窪みを設けた復元弾性部材と、他方の窪み部に収容された光コネ
クタからの光ファイバー配線用のスペースを前記樹脂製シートの開閉軸側に設けたことを
特徴とする光コネクタ収容ケース。
【００５５】
　（付記５）　付記３に記載の光コネクタ収容ケースにおいて、前記復元弾性部材はウレ
タン部材であることを特徴とする光コネクタ収容ケース。
【００５６】
　（付記６）　将来の拡張必要性に応じて光コネクタ付き光ファイバーを予め配線してお
く光コネクタ収容方法であって、前記光コネクタを収容する光コネクタ収容ケースの内面
側に設けられた弾性部材の窪み部に光コネクタを分散配置するステップと、前記光ファイ
バーケーブルを弾性材料同士の合わせ面より出すことで前記光ファイバーを保持するステ
ップと、前記光コネクタ収容ケースをダミーユニットへ装着するステップと、を含むこと
を特徴とする光コネクタ収容方法。
　（付記７）　ユニット拡張用の空きスロットにプリント板ユニットを増設する際に拡張
用光ファイバーの光コネクタを前記プリント板ユニットに接続する接続方法であって、前
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記ユニット拡張用の空きスロットに予め挿入されているダミーユニットの胴体部分の前面
側に設けられた取外し可能な光コネクタ収容ケースの抜け防止を解除して前記光コネクタ
収容ケースを取り出し、前記光コネクタ収容ケース内に収容される拡張用の光ファイバー
を取り出すステップと、前記ダミーユニットを前記空きスロットから取り出し、代わりに
プリント板ユニットを増設するステップと、前記プリント板ユニットの光コネクタ受け部
に前記光コネクタを接続するステップと、を含むことを特徴とする光コネクタ接続方法。
（５）
【産業上の利用可能性】
【００５７】
　ルータをはじめ光ファイバーを使用する全ての機器において使用できるものであり、簡
易な構造にて光ファイバーケーブルの先行固定配線を行うことによって、将来のシステム
拡張性を見込んだ通信装置に適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】本発明第１の一実施形態における通信装置の光ファイバー配線収容構造を示す斜
視図である。
【図２】光コネクタ収容ケースの分離状態を示す説明図である。
【図３】ダミーユニット分解斜視図である。
【図４】光コネクタ収容ケースの挿着・引出し構造を示す説明図である。
【図５】本発明第２の一実施形態における光コネクタ収容ケースの開口状態を示す斜視図
である。
【図６】光コネクタ収容ケースの断面図である。
【図７】２段構成の光コネクタ収容ケースの断面図である。
【図８】実機ユニット増設時に光コネクタを接続する説明図である。
【図９】本発明第３の一実施形態における光コネクタ収容方法の動作フローチャ－トであ
る。
【図１０】本発明第４の一実施形態における光コネクタ接続方法の動作フローチャ－トで
ある。
【図１１】従来技術による通信装置の光ファイバー配線収容構造を示す斜視図である。
【符号の説明】
【００５９】
　１　　光ファイバーケーブル
　２　　シェルフ
　３　　ケーブルダクト
　４　　目隠し板
　５　　イジェクタ
　６　　ファン
　７　　プリント板ユニット (実機ユニット）
　８　　光コネクタ
　９　　拡張用光ファイバーケーブル
１０　　ラック
１１　　ケーブル用スリット
１２　　スライドレール部（下）
１３　　シェルフ係合突起（下）
１４　　飛出し防止用突起
１５　　光コネクタ収容ケース
１６　　指掛け部
１７　　シェルフ係合突起（上）
１８　　スライドレール部（上）
１９　　通気ダクト部
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２０　　電磁シールド部
２１　　ダミーユニット
２２　　ユニット係合用くぼみ
２３　　ガイドレール
２４　　シェルフ
２５　　着脱用指掛け部
２６　　凹部構造
２７　　防火壁
２８　　ケース引出し用つまみ
２９　　復元弾性部材（ウレタン部材）
３０　　光コネクタ収容部
３１　　樹脂シート　
３２　　半径ルート規制形状
３３　　防塵キャップ
３４　　樹脂シート開閉軸側ケーブル収容スペース
３５　　光コネクタ受け部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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