
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
収納ラック本体の前面側に引き出し可能な可動式トレイを備え、前記可動式トレイはその
幅方向の略中央部に、光コードを接続する光通信用機器が設置されると共に、幅方向の両
側部に配線用エリアが確保された光接続箱であって、
　前記可動式トレイ上に導出入される光コードの出入り口を前記収納ラック本体の

に設置すると共に、前記光通信用機器に接続した前記光コードは前記可動式
トレイ上に位置決め固定する係止手段を通過して余長をＳ字形状又はＵ字形状に蛇行した
形態のコード束にして前記配線用エリアに収容配置して、前記出入り口に導かれることを
特徴とする光接続箱。
【請求項２】
前記配線用エリアには、光コードの余長のＳ字形状又はＵ字形状をなすコード束の交差を
防止する隔壁を備えたことを特徴とする請求項１に記載の光接続箱。
【請求項３】
前記光通信用機器が複数本の光コード相互をコネクタ接続するコネクタモジュールである
場合に、前記複数本の光コードは、前記可動式トレイへの光コードの出入り口から前記コ
ネクタモジュールの各光コネクタまでのコード長が一定となるように、前記光コードの余
長の配線形態が設定されていることを特徴とする請求項１又は２に記載の光接続箱。
【請求項４】
外部から前記収納ラック本体内に引き込む光ケーブルの導出入口を、前記可動式トレイへ
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の光コードの出入り口と同様、前記収納ラック本体の 前面側に設定したこと
を特徴とする請求項１乃至３に記載の光接続箱。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、収納ラック本体に複数の引き出し可能な可動式トレイを備えると共に、各可
動式トレイに光コードが接続される融着ユニットやコネクタモジュール等の光通信用機器
が設置される光接続箱に関する。
【背景技術】
【０００２】
　光通信の基地局等において、例えば、加入者に接続される外部光ケーブルと局内の光通
信用機器との接続構造として、ＥＩＡ規格、ＪＩＳ規格等に準拠して取り付け穴等が装備
された収納ラック本体に、該ラック本体の前面側に引き出し可能な複数の可動式トレイを
備え、各可動式トレイに光コードが接続される融着ユニットやコネクタモジュール等の光
通信用機器を設置した光接続箱が提案されている。
【０００３】
　従来のこの種の光接続箱は、外部から収納ラック本体内に引き込む光ケーブルの導出入
口を収納ラック本体の背面寄り位置に設定する一方、各可動式トレイ上に導出入される光
コードの出入り口を収納ラック本体の前面寄りの側面部に設定し、光通信用機器を各可動
式トレイのスライド前後方向の中間部に設置したものが多い。
【０００４】
　しかし、このような構造では、例えば可動式トレイ上に導入する外部からの光ケーブル
の余長収容スペースを可動式トレイの後部側に確保する一方、光通信用機器を経由して可
動式トレイ上に導出入される光コードの余長収容スペースを可動式トレイの前部側に確保
しなければならず、光通信用機器を挟んで可動式トレイの前後の領域に余長収容スペース
を確保しなければならない関係で、可動式トレイの奥行き寸法の増大、しいては収納ラッ
ク本体の奥行き寸法の増大等を招き、光接続箱が大型化するという問題があった。
【０００５】
　そこで、図８に示すように、矢印（イ）に示すように収納ラック本体１の前面側に引き
出し可能な可動式トレイ３には、引き出し方向に直交する幅方向の略中央部に光コードや
光ケーブルを接続する光通信用機器５を設置すると共に、光通信用機器５の両側部に配線
用エリア７，８を確保する。そして、光通信用機器５に接続される複数本の光コードや光
ケーブルは、可動式トレイ３の引き出し操作を可能にするケーブル余長部を、可撓性のケ
ーブルガイド１１に挿通することで１本のケーブル束に仕上げた状態にして、左右の配線
用エリア７，８に配置する構造が提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００６】
【特許文献１】特開２０００－２３２２７３号公報
【０００７】
　なお、図示例の場合、光通信用機器５は、複数本の光コード１３，１４相互を光コネク
タで接続するコネクタモジュールである。
　　また、図中の右側の配線用エリア７を通って光通信用機器５に接続される各光コード
１３は出線用の光コードで、図中の左側の配線用エリア７を通って光通信用機器５に接続
される各光コード１４は入線用の光コードである。
【０００８】
　上記公報による構成の場合、収納ラック本体１上の光コードの出入り口１７，１８は、
何れも、収納ラック本体１の側面の中間部に設定されている。
　また、光通信用機器５の各光コネクタから光コードの出入り口１７，１８までの離間距
離が各光コネクタ毎に相異するため、光コネクタ毎に接続する光コード１３，１４の長さ
を変更している。そして、各光コード１３，１４の余長は、各配線用エリア７，８に装備
した余長ホルダー１５に巻き着けることで吸収して、光コード相互の交差や絡み合いが防
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止されている。
【０００９】
　以上のように、可動式トレイ３の左右に配線用エリア７，８を設けた構成は、入線用及
び出線用の配線用エリアを可動式トレイの前後領域に分けて個別に装備した従来構造と比
較すると、可動式トレイや収納ラック本体の奥行き寸法を短縮することができ、その分、
光接続箱の小型化が可能になる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　ところが、光コードの余長をケーブルガイド１１に収容する構成では、ケーブルガイド
１１自体が嵩張って、配線用エリアを圧迫するという問題があり、更に、ケーブルガイド
１１の曲げ剛性の分だけコード束の曲げ剛性が増大して、可動式トレイ３の出し入れに大
きな操作力が必要となる虞もあった。
　また、既設された光コード群の中から一部の光コードを交換するような場合、ケーブル
ガイド１１を取り外す分解作業の手間が必要となるため、光コードの交換等の保守性が悪
いという問題があった。
【００１１】
　また、コード束を構成する各光コード１３，１４の長さは、光通信用機器５上の接続位
置に応じて相異するため、光コネクタへの接続を切り換える際には、場所によって光コー
ドの長さが合わない場合があり、その点からも、作業性が悪いという問題があった。
　更に、外部から収納ラック本体に引き込む光ケーブルの導出入口が、従前装置と同様、
収納ラック本体１の背面側に設定されていたため、収納ラック本体１の背面側にも作業ス
ペースが必要とされて設置面積の増大と、収納ラック本体１の前後面からの据付作業等が
求められて作業性に劣った。
【００１２】
　本発明は上記課題を解消することを目的としてなされたもので、可動式トレイの引き出
しを可能にする光コードの余長の収容形態を工夫することによって、可動式トレイ上の配
線用エリアのコンパクト化を可能にし、また、外部から引き込む光ケーブルの導出入口及
び各可動式トレイ上に導出入される光コードの出入り口を収納ラック本体の

に設定することで、設置面積の狭隘化と、作業性の向上を図ることができる光接続
箱を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記目的は下記構成により達成される。
（１）　収納ラック本体の前面側に引き出し可能な可動式トレイを備え、前記可動式トレ
イはその幅方向の略中央部に、光コードを接続する光通信用機器が設置されると共に、幅
方向の両側部に配線用エリアが確保された光接続箱であって、
　前記可動式トレイ上に導出入される光コードの出入り口を前記収納ラック本体の

に設置すると共に、前記光通信用機器に接続した前記光コードは前記可動式
トレイ上に位置決め固定する係止手段を通過して余長をＳ字形状又はＵ字形状に蛇行した
形態のコード束にして前記配線用エリアに収容配置して、前記出入り口に導かれることを
特徴とする光接続箱。
【００１４】
（２）　上記（１）において、前記配線用エリアには、前記光コードの余長のＳ字形状又
はＵ字形状をなすコード束の交差を防止する隔壁を備えたことを特徴とする光接続箱。
【００１５】
（３）　上記（１）又は（２）において、前記光通信用機器が複数本の光コード相互をコ
ネクタ接続するコネクタモジュールである場合に、前記複数本の光コードは、前記可動式
トレイへの光コードの出入り口から前記コネクタモジュールの各光コネクタまでのコード
長が一定となるように、前記光コードの余長の配線形態が設定されていることを特徴とす
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る光接続箱。
【００１６】
４）　上記（１）乃至（３）において、外部から前記収納ラック本体内に引き込む光ケー
ブルの導出入口を、前記可動式トレイへの光コードの出入り口と同様、前記収納ラック本
体の 前面側に設定したことを特徴とする光接続箱。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明の光接続箱は、従前の装置で用いられていたケーブルガイドを省略してケーブル
ガイドによる曲げ剛性の増大や嵩の増大等を排除できるようになるので、可動式トレイへ
の光コードの収容能力の増加や光接続箱の小型化を可能にできる。
　また、外部から引き込む光ケーブルの導出入口及び各可動式トレイ上に導出入される光
コードの出入り口を収納ラック本体の に設定したことで、収納ラック
本体の設置面積の狭隘化、並びに、作業性の向上を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明に係る光接続箱の好適な実施の形態について、図面を参照して詳細に説明
する。
　図１は、本発明に係る光接続箱の第１の実施の形態の斜視図である。
　この実施の形態の光接続箱３１は、例えば、光通信の基地局等において加入者に接続さ
れる外部光ファイバ心線３３と局内の光通信用機器との接続等に使用されるもので、光通
信用機器を収容するための複数個のユニット収容部３５ａ～３５ｊが収納ラック本体３５
内に設けられている。
【００１９】
　また、本実施の形態に示す３個のユニット収容部３５ｈ，３５ｉ，３５ｊには、後述す
る光通信用機器４１～４４を収納ラック本体３５の前面側に所定長だけ引き出し可能にす
る可動式トレイ５１が装備されており、収納ラック本体３５の外部又はラック本体３５内
の他のユニット収容部からこの可動式トレイ５１上に出入りする光コード３７，３８及び
外部光ファイバ心線３３には、可動式トレイ５１の可動を許容する光コードの余長が付与
されている。
【００２０】
　各可動式トレイ５１は、図２乃至図７に示すように、その幅方向の略中央部に光コード
を接続する光通信用機器４１～４４が設置され、また幅方向の左右両側部には配線用エリ
ア５３，５４が確保されており、配線用エリア５３，５４には、各通信用機器４１～４４
に接続して可動式トレイ５１の引き出し操作を可能にする光コード３７，３８の余長がそ
れぞれ収容配置されている。
【００２１】
　本実施の形態の場合、各可動式トレイ５１の引き出し側となる収納ラック本体３５の

の側面部に、可動式トレイ５１上に導出入される光コード３７，３８の
出入り口６１が設置されると共に、光通信用機器４１～４４に接続した光コード３７，３
８の余長は、長手方向に適宜間隔をあけて結束する結束バンド等によって、Ｓ字形状又は
Ｕ字形状をなすコード束に束ねられて配線用エリア５３，５４に収容配置されている。
　なお、本実施の形態の場合、ユニット収容部３５ｇの可動式トレイ５１は、光通信用機
器が搭載されず、未使用状態になっている（図１参照）。
【００２２】
　通信用機器４１～４４としては、図２及び図３に示すコネクタモジュール４１や、図４
及び図５に示す融着ユニット４２並びに通過心線収納ユニット４３や、図６及び図７示す
複合ユニット等を挙げることができる。
【００２３】
　図４及び図５に示すように、ユニット収容部３５ｉの可動式トレイ５１には、２つの光
通信用機器４２，４３が搭載されている。
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　スライド前方側の光通信用機器４２は、外部から収納ラック本体３５内に引き込まれた
外部光ファイバ心線３３を、コネクタ付き光コード３８に融着する融着ユニットである。
【００２４】
　この融着ユニット４２は、融着処理や保守の際に、広い作業スペースを必要とするため
、既述のように、可動式トレイ５１に搭載して収納ラック本体３５より前面側に引き出す
ことにより、作業用スペースの確保を図ることができる。
　スライド後方側の光通信用機器４３は、外部から引き込まれる光ファイバ心線３３に含
まれてこのユニット収容部３５ｉを通過する通過心線３９を収容するための通過心線収納
ユニットである。
【００２５】
　融着ユニット４２に引き込まれる光ファイバ心線３３は、図４に示すように、可動式ト
レイ５１への光コードの出入り口６１と同様に収納ラック本体３５の 前面側
に設けられた導出入口６３（図１参照）から、可動式トレイ５１上に導入された後、一旦
、可動式トレイ５１の後方側に引き回されて、後端寄りに装備した係止手段であるトレイ
側ケーブル固定具７１に固定される。
【００２６】
　ケーブル固定具７１に固定された光ファイバ心線３３のうち、通過心線３９が通過心線
収納ユニット４３に収容される一方、残りの光ファイバ４０はトレイ側ケーブル固定具７
２によって固定された後、可動式トレイ５１の左側の配線用エリア５３を通ってトレイの
前面側まで引き出され、融着ユニット４２内でコネクタ付き光コード３８に融着接続され
る。
【００２７】
　導出入口６３から収納ラック本体３５内に導入された外部光ファイバ心線３３は、トレ
イ導入口からトレイ後端のトレイ側ケーブル固定具７１までの経路に、可動式トレイ５１
の引き出し操作を許容する光コードの余長が組み込まれる。
【００２８】
　融着ユニット４２から導出された複数本のコネクタ付き光コード３８は、右側の配線用
エリア５４の一部に設置した コード把持具７４によって通過位置を位置決
め固定した後、結束バンド等で間欠的に結束したコード束状態にして、配線用エリア５４
上をトレイ前面側に戻るＵ字状に蛇行させた形態で、出入り口６１に導かれる。
【００２９】
　なお、コネクタ付き光コード３８は、コード把持具７４から出入り口６１までにＵ字状
に蛇行して配置された範囲が、可動式トレイ５１の引き出し操作を可能にする光コードの
余長となる。
【００３０】
　出入り口６１に導かれたコード束は、出入り口６１の付近でケーブルクランプ７６によ
って位置決め固定される。
【００３１】
　また、コネクタ付き光コード３８のＵ字状の曲げ部付近には、可動式トレイ５１の出し
入れの際に、曲げ部が変位して通過心線３９側に交差することを防止するための隔壁８１
が装備されている。
　また、配線用エリア５３を行き来する外部光ファイバ心線３３間には、トレイの前後方
向に沿って装備された隔壁８２が介在して、可動式トレイ５１の出し入れの際に、可動式
トレイ５１上の外部光ファイバ心線３３が輻輳や交差することを阻止する。
【００３２】
　なお、図示例の融着ユニット４２は、融着部を覆う開閉蓋４２ａが、トレイの前面側に
配置されたヒンジ４２ｂによって、融着部収容ケース本体４２ｃに取り付けられていて、
融着作業の際には、開閉蓋４２ａが手前側に回動して開く。このように、開閉蓋４２ａの
開閉向きを設定することで、開閉蓋４２ａの開閉が通過心線収納ユニット４３によって邪
魔されることがなくなり、作業が容易にできる。
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　なお、同様に、通過心線収納ユニット４３の場合は、蓋の開閉時に融着ユニット４２と
干渉することがないように、蓋を結合するヒンジ４３ａがトレイの後端側に配置されてい
て、蓋が後方側に回動するようになっている。
【００３３】
　図２及び図３に示すように、ユニット収容部３５ｈの可動式トレイ５１に搭載された光
通信用機器４１は、コネクタ付き光コード相互をコネクタ接続するコネクタモジュールで
、融着ユニット４２から引き出されたコネクタ付き光コード３８を、他のユニット収容部
の光通信用機器と接続されたコネクタ付き光コード３７に接続している。
【００３４】
　融着ユニット４２から引き出されたコネクタ付き光コード３８は、出入り口６１から当
該可動式トレイ５１内に引き込まれ、トレイ５１の後部から左側の配線用エリア５３に引
き回された後に、コネクタモジュール４１に装備されている。
　また、他のユニット収容部の光通信用機器に接続されたコネクタ付き光コード３７は、
入り口６１から当該可動式トレイ５１内に引き込まれ、トレイ５１の右側の配線用エリア
５４において光コードの余長部がＳ字形状又はＵ字形状に蛇行した形態で配索された後、
コネクタモジュール４１に装備されている。
【００３５】
　コネクタモジュール４１の付近では、各光コード３７、３８は、 複数個
のクランプ部材７７，７８によって、適宜本数ずつ、位置決め固定されている。
　また、可動式トレイ５１の右側の配線用エリア５４には隔壁８４が装備されており、こ
の隔壁８４は光コード３７，３８の余長がＳ字形状又はＵ字形状に配索されて可動式トレ
イ５１の引き出し操作を可能にするコード束の交差を防止している。
【００３６】
　また、本実施の形態では、コネクタモジュール４１に接続される複数本の光コード３７
，３８は、可動式トレイ５１の光コードの出入り口６１からコネクタモジュール４１上の
各光コネクタまでのコード長が一定になるように、各光コードの余長のＳ字形状又はＵ字
形状における曲げ半径や、曲げ中心を設定している。また、図２に示したように、余長部
の結束を、複数の束に分割して、個別にＳ字形状又はＵ字形状の曲げを設定することで、
出入り口６１からコネクタモジュール４１上の各接続部までの実際の離間距離差を吸収す
るようにしている。
【００３７】
　図６及び図７に示すように、ユニット収容部３５ｊの可動式トレイ５１に搭載された光
通信用機器４４は、外部から収納ラック本体３５内に引き込まれた光ファイバ心線３３を
コネクタ付き光コードに融着する融着ユニット４５と、該融着ユニット４５で接合された
光コードに対して、他のユニット収容部の光通信用機器に接続されたコネクタ付き光コー
ド３７を接続するためのコネクタモジュール４６とを備えた複合ユニットである。
【００３８】
　なお、この複合ユニットでは、融着ユニット４５に接続する外部光ファイバ心線３３の
可動式トレイ５１上での配線形態は、図４に示した融着ユニット４２に対する外部光ファ
イバ心線３３の配線形態と同一で良く、また、コネクタモジュール４６に接続する光コー
ド３７の可動式トレイ５１上での配線形態は、図２に示したコネクタモジュール４１に対
する光コード３７の配線形態と同一で良いため、配線の際に使用するクランプ等に同番号
を付して説明を省略する。
　また、光コード３７の交差を防止するための、右側の配線用エリア５４に装備される隔
壁８４についても同一で良いため、同番号を付して説明を省略する。
【００３９】
　以上に説明した光接続箱３１では、可動式トレイ５１の両側に配線用エリア５３，５４
を設定し、この配線用エリア５３，５４に収容する外部光ファイバ心線３３又は光コード
３７，３８の余長は、長手方向に適宜間隔をあけて結束を施すことで、Ｓ字形状又はＵ字
形状に蛇行させたコード束にして収容配置されていて、コード束自体に曲げ剛性の増大や
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嵩の増大を招くケーブルガイドを使用していないため、配線用エリア５３，５４をコンパ
クト化して光接続箱の小型化や、可動式トレイ５１の収納ラック本体３５からの出し入れ
操作性の向上を図ることができる。
【００４０】
　また、光コードの余長を結束したコード束は、長手方向に間隔をあけて部分的に例えば
結束バンド等によって結束しただけの単純な構造で良いため、可動式トレイ５１上に収容
されたコード束の一部の光コードの交換等も簡単に行うことができて、可動式トレイ５１
上に導出入する光コードの保守性の向上を図ることもできる。
【００４１】
　また、上記実施の形態の光接続箱３１では、隔壁８１，８２，８４の装備という簡単な
構成だけで、可動式トレイ５１の引き出し操作に伴って変位挙動する光コードの余長部の
コード束相互の交差を確実に防止することができるため、可動式トレイ５１の円滑な出し
入れ操作を容易に確保することができる。
【００４２】
　また、上記実施の形態の光接続箱３１では、可動式トレイ５１の両側の配線用エリア５
３，５４に収容する各光コード３７，３８は、光コード余長のコード束に付与するＳ字形
状又はＵ字形状の曲げ半径等の設定によって、コネクタモジュール４１上の光コネクタま
でのコード長が一定に調整されるため、各光コードはいずれも同一の長さのもので良くな
り、コネクタモジュール４１上の接続位置に応じて使用する光コードの長さを調整するよ
うな手間が不要になる。従って、光コードの追加や交換、光コネクタへの接続を切り換え
る際の作業性が向上する。
【００４３】
　また、上記実施の形態の光接続箱３１では、可動式トレイ５１が出し入れ操作される収
納ラック本体３５の 位置に外部から収納ラック本体３５内に引き込
む光ファイバ心線３３の導出入口６３が装備されるため、収納ラック本体３５がその背面
を建屋等の壁面に近接して設置されるような場合でも、光ケーブルの導出入口６３へのア
クセスが容易にでき、収納ラック本体３５に引き込む光ファイバ心線３３の増設・保守が
容易になる。また、背面側からの作業も不要になって作業性の向上と同時に、設置面積の
狭隘化が図れる。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本発明に係る光接続箱の第１の実施の形態の斜視図である。
【図２】図１に示した光接続箱に実装されたコネクタモジュールの平面図である。
【図３】図２に示したコネクタモジュールの正面図である。
【図４】図１に示した光接続箱に実装された融着ユニットの平面図である。
【図５】図４に示した融着ユニットの正面図である。
【図６】図１に示した光接続箱に実装された複合ユニットの平面図である。
【図７】図６に示した複合ユニットの正面図である。
【図８】従来の光接続箱におけるトレイ上の光コードの収容構造を示す平面図である。
【符号の説明】
【００４５】
３１　光接続箱
３３　外部光ファイバ心線
３５　収納ラック本体
３５ａ～３５ｊ　ユニット収容部
３７，３８　光コード
３９　通過心線
４１，４６　コネクタモジュール（光通信用機器）
４２，４５　融着ユニット（光通信用機器）
４３　通過心線収納ユニット（光通信用機器）
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４４　複合ユニット（光通信用機器）
５１　可動式トレイ
５３，５４　配線用エリア
６１　出入り口
６３　導出入口
７１，７２　トレイ側ケーブル固定具
７４　コード把持具
７６　ケーブルクランプ
７７，７８　クランプ部材
８１，８２，８４，８５　隔壁 10

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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