
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光電変換モジュールを備え、且つ、両側に光コネクタ挿入口を有する光コネクタ用アダ
プタを備え、該光電変換モジュールから延びている光ファイバの端の光コネクタが上記光
コネクタ用アダプタの一側の光コネクタ挿入口に接続されており、他側の光コネクタ挿入
口に、外部からの光ファイバの端の光コネクタが接続される構成の光ユニットにおいて、
　夫々の下端側に光コネクタ用アダプタが取り付けてある複数のアダプタ支持部材を、そ
の上側を回動可能に支持して 回動するように設けてなり、
　各アダプタ支持部材に取り付けてある光コネクタ用アダプタが前記の共通の回動面内で
隣接した状態とされて、光ユニットの内部に収容されており、
　該複数のアダプタ支持部材が個々に回動されて、上記光コネクタ用アダプタが光ユニッ
トの外に出され、且つ、隣り合う光コネクタ用アダプタの間

空間が形成される構成としたことを特徴とする光ユニット。
【請求項２】
　請求項１記載の光ユニットにおいて、
　複数のアダプタ支持部材のうち一つのアダプタ支持部材のその光コネクタ用アダプタを
光ユニットの外に出す回動に連動して別のアダプタ支持部 コネクタ用アダプタを光
ユニットの外に出す方向に回動させる連動機構を更に有する構成としたこと構成としたこ
とを特徴とする光ユニット。
【請求項３】
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　請求項２記載の光ユニットにおいて、
　該連動機構は、複数のアダプタ支持部材のうち光ユニットの外側に最も近い位置に位置
する光コネクタ用アダプタを支持するアダプタ支持部材に形成してある係止片よりなり、
　該アダプタ支持部材が所定角度回動したときに、上記係止片が残りの全部のアダプタ支
持部材を係止して回動を開始させる構成としたことを特徴とする光ユニット。
【請求項４】
　請求項１記載の光ユニットにおいて、
　複数のアダプタ支持部材のうち光ユニットの外側に最も近い位置に位置する光コネクタ
用アダプタは、

所定以上に回動されることを制限するストッパを有する構成としたこと
を特徴とする光ユニット。
【請求項５】
　請求項１記載の光ユニットにおいて、
　複数のアダプタ支持部材は、 部材 って独立に回動可能
に支持されて光コネクタ用アダプタ組立体を構成しており、
　該光コネクタ用アダプタ組立体が、その軸部材を 上
記光ユニットに支持されて取り付けてある構成としたことを特徴とする光ユニット。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は光ユニットに係り、特に、光電変換モジュール及び光コネクタ用アダプタを備え
た光ユニットに関する。
【０００２】
光ユニットはシェルフに挿入されて実装されて且つ外線である光ファイバケーブルの端の
光コネクタが光コネクタ用アダプタに接続された状態で使用される。
【０００３】
光ユニット内の半導体装置の性能の向上に伴ない、一つの光ユニットが情報を処理する速
度が高速となってきている。例えば、従来の１．２Ｇｂｐｓからその倍の２．４Ｇｂｐｓ
となる。
【０００４】
光ユニットの情報を処理する速度が速くなると、一つの光ユニットが扱うことができるチ
ャンネル数が増える。よって、光ユニットは、光コネクタ用アダプタの数を増やして光コ
ネクタ用アダプタに接続される光コネクタの数を増やすことが可能となる。
【０００５】
【従来の技術】
図１（Ａ），（Ｂ）は従来の光ユニット１０を示す。光ユニット１０は、１ＣＨの光ユニ
ットであり、前面側に、光コネクタ用アダプタ１１、１２を有し、内部に、光電変換モジ
ュール１３，１４、信号処理用の半導体装置１５、光ファイバ１６，１７等を有し、後端
にコネクタ１８を有する構成である。光ファイバ１６，１７は、一端が光電変換モジュー
ル１３，１４に固定されており、途中の部分がリールに巻かれており、他端の光コネクタ
２０，２１が光コネクタ用アダプタ１１、１２の上側の接続口に挿入されて接続してある
。
【０００６】
光ユニット１０は、シェルフ３０内に挿入され、コネクタ１８をバックワイヤリングボー
ト３１上のコネクタ３２と接続されて、プラグイン実装されている。
【０００７】
外線である光ファイバケーブル４０、４１の端の光コネクタ４２，４３が光コネクタ用ア
ダプタ１１、１２の下側の接続口に挿入されて接続してある。これによって、光ファイバ
１６，１７と光ファイバケーブル４０、４１とが接続されている。
【０００８】

10

20

30

40

50

(2) JP 3910815 B2 2007.4.25

前記光ユニットのうち前記複数のアダプタ支持部材が収容してある空間の
天板部に当たって

フランジ付き軸 とＥワッシャによ

これを貫通するボルト部材によって



光コネクタ用アダプタ１１、１２は、上側を軸５０に支持されている一つのアーム状のア
ダプタ取付け部材５１の下側の部分に取り付けられている。
【０００９】
通常は、図１（Ａ）に示すように、アダプタ取付け部材５１は垂直の回動位置にあり、光
コネクタ用アダプタ１１、１２及びアダプタ取付け部材５１は、光ユニット１０の前面側
の狭い空間５３内に収まっている。
【００１０】
光ファイバケーブル４０．４１の端の光コネクタ４２，４３を光コネクタ用アダプタ１１
、１２へ接続したり引き抜く作業を行う場合には、図１（Ｂ）に示すように、作業者は手
の指でアダプタ取付け部材５１を手前（Ｙ２方向）に引いて回動させ光コネクタ用アダプ
タ１１、１２を空間５３の外に引き出す。この状態で、上記の作業を行う。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
二つのアダプタ１１、１２は一体的に光ユニット１０の外側に引き出されるものであるた
め、光ユニット１０の外部においても、光コネクタ用アダプタ１１、１２の間の間隔ａは
狭い状態のままである。
【００１２】
このため、光コネクタ４２，４３を、光コネクタ用アダプタ１１、１２にロックするレバ
ーを有する構成としたとしても、ロックレバーを操作することが困難である。よって、光
コネクタ４２，４３は光コネクタ用アダプタ１１、１２にきつく挿入されて、摩擦力によ
って接続状態が維持されている。このため、強い引っ張り力が作用された場合には外れて
しまう虞れがあり、光コネクタ４２，４３の光コネクタ用アダプタ１１、１２への接続の
信頼性の点で問題があった。
【００１３】
ロック機構を設けるには、アダプタ１１とアダプタ１２の間の間隔ａを、作業者の手の指
が入る程度にまで広くする必要がある。このようにすると、空間５３をＹ１－Ｙ２方向に
相当に広くする必要があり、これによって、光ユニット１０はＹ１－Ｙ２方向の寸法が長
くなってしまい、小型化に反し、問題である。
【００１４】
この問題は、光コネクタ用アダプタの数を増やした場合に顕著となる。よって、隣り合う
光コネクタ用アダプタの間の間隔を広げることは、半導体装置が情報を処理する速度が速
くなって、一つの光ユニットが扱えるチャンネル数を増やした場合には、現実問題として
不可能となる。
【００１５】
そこで、本発明は、上記課題を解決した光ユニットを提供することを目的とする。
【００１６】
【課題を解決するための手段】
　請求項１の発明は、光電変換モジュールを備え、且つ、両側に光コネクタ挿入口を有す
る光コネクタ用アダプタを備え、該光電変換モジュールから延びている光ファイバの端の
光コネクタが上記光コネクタ用アダプタの一側の光コネクタ挿入口に接続されており、他
側の光コネクタ挿入口に、外部からの光ファイバの端の光コネクタが接続される構成の光
ユニットにおいて、
　夫々の下端側に光コネクタ用アダプタが取り付けてある複数のアダプタ支持部材を、そ
の上側を回動可能に支持して 回動するように設けてなり、
　各アダプタ支持部材に取り付けてある光コネクタ用アダプタが前記の共通の回動面内で
隣接した状態とされて、光ユニットの内部に収容されており、
　該複数のアダプタ支持部材が個々に回動されて、上記光コネクタ用アダプタが光ユニッ
トの外に出され、且つ、隣り合う光コネクタ用アダプタの間

空間が形成される構成としたものである。
【００１７】
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複数のアダプタ支持部材が、独立に回動されることによって隣り合う光コネクタ用アダプ
タの間に指先が入る作業空間を形成することが出来る。よって、ロックレバーを備えた光
コネクタを使用することが可能となり、光コネクタの接続の信頼性を向上させることが出
来る。
【００１８】
　請求項２の発明は、請求項１記載の光ユニットにおいて、
　複数のアダプタ支持部材のうち一つのアダプタ支持部材のその光コネクタ用アダプタを
光ユニットの外に出す回動に連動して別のアダプタ支持部 コネクタ用アダプタを光
ユニットの外に出す方向に回動させる連動機構を更に有する構成としたこと構成としたも
のである。
【００１９】
一つのアダプタ支持部材を回動させるとこれに連動して別のアダプタ支持部材も回動され
るため、別のアダプタ支持部材は光ユニットの奥から光ユニットの外部の近くまで移動し
てきており、この別のアダプタ支持部材を光ユニットの外部に引き出す操作がし易くなる
。
【００２０】
請求項３の発明は、請求項２記載の光ユニットにおいて、
該連動機構は、複数のアダプタ支持部材のうち光ユニットの外側に最も近い位置に位置す
る光コネクタ用アダプタを支持するアダプタ支持部材に形成してある係止片よりなり、
該アダプタ支持部材が所定角度回動したときに、上記係止片が残りの全部のアダプタ支持
部材を係止して回動を開始させる構成としたものである。
【００２１】
連動機構が簡単な構成となる。
【００２２】
　請求項４の発明は、請求項１記載の光ユニットにおいて、
　複数のアダプタ支持部材のうち光ユニットの外側に最も近い位置に位置する光コネクタ
用アダプタは、

所定以上に回動されることを制限するストッパを有する構成としたもの
である。
【００２３】
漏れ出したレーザ光の進む方向は下方となり、水平方向及び上方とはならず、操作者の目
に入ることが起きないようになり、操作者の目が保護される。
【００２４】
　請求項５の発明は、請求項１記載の光ユニットにおいて、
　複数のアダプタ支持部材は、 部材 って独立に回動可能
に支持されて光コネクタ用アダプタ組立体を構成しており、
　該光コネクタ用アダプタ組立体が、その軸部材を 上
記光ユニットに支持されて取り付けてある構成としたものである。
【００２５】
アダプタ支持部材をひとつひとつ光ユニットに取り付ける場合に比べて、組立て作業が容
易となる。
【００２６】
【発明の実施の形態】
図２は本発明の一実施例になる光ユニット６０を示す。光ユニット６０は、図３に示すよ
うに縦向きでシェルフ６１内に挿入され、コネクタ６２をバックワイヤリングボート６３
上のコネクタ６４と接続されてプラグイン実装されて、通信装置６５を構築する。
【００２７】
光ユニット６０は、４ＣＨの光ユニットであり、フロント部材７０と、Ｙ２側をフロント
部材７０に固定してあるプリント基板７１と、プリント基板７１を囲むケース７２とを有
する。
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【００２８】
フロント部材７０にはカードレバー７３，７４が取り付けてある。フロント部材７０は、
略箱形状であり、Ｘ１側の壁７７とＸ２側の壁７８との間に、Ｙ２側が開口である空間７
５を有する。この空間７５内には、本発明の要部をなす光コネクタ用アダプタ組立体７６
が取り付けてある。
【００２９】
プリント基板６４上には、第１ＣＨ用の光電変換モジュール８０，８１、第２ＣＨ用の光
電変換モジュール８２，８３、第３ＣＨ用の光電変換モジュール８４，８５、第４ＣＨ用
の光電変換モジュール８６，８７、及び半導体装置８８が実装してある。
【００３０】
各光電変換モジュール８０～８７から伸びている光ファイバ９０～９７は、リール９８に
適宜巻かれ、リール９８から離れて、フロント部材７０内に出て、光コネクタ用アダプタ
組立体７６に接続してある。
【００３１】
次に、光コネクタ用アダプタ組立体７６について説明する。
【００３２】
光コネクタ用アダプタ組立体７６は、図４（Ａ）、（Ｂ）、図５、図６、図７に示すよう
に、第１のアダプタ支持部材９１と、第２のアダプタ支持部材９２と、第３のアダプタ支
持部材９３と、第４のアダプタ支持部材９４とが、第１のアダプタ支持部材９１の内側に
第２のアダプタ支持部材９２、その内側に第３のアダプタ支持部材９３、その内側に第４
のアダプタ支持部材９４が位置して重なるように組合わされ、フランジ付き軸部材９５，
９６とＥワッシャ９７，９８とによって連結されており、且つ、各アダプタ支持部材９１
～９４に光コネクタ用アダプタ１０１～１０４が取り付けてある構成である。この光コネ
クタ用アダプタ組立体７６が、図７及び図８に示すように、フランジ付き軸部材９５，９
６の個所をボルト部材１１０，１１１によって、フロント部材７０に取り付けられている
。なお、第１乃至第４のアダプタ支持部材９１～９４は、共に、プレスで所定形状に打ち
抜かれた厚さがｔ１である金属板部材を、曲げ、適宜スポット溶接して製造したものであ
り、板金部材である。
【００３３】
第１のアダプタ支持部材９１は、図６及び図９（Ａ），（Ｂ）に示すように、Ｙ２方向に
延びたクランク形状を有して対向する二つのアーム部９１ａ，９１ｂと、アーム部９１ａ
，９１ｂの下端の四角枠形のアダプタ取り付け部９１ｃとを有する。
【００３４】
第２のアダプタ支持部材９２は、図６及び図１０（Ａ），（Ｂ）に示すように、Ｙ２方向
に延びたクランク形状を有して対向する二つのアーム部９２ａ，９２ｂと、アーム部９２
ａ，９２ｂの下端の四角枠形のアダプタ取り付け部９２ｃとを有する。
【００３５】
第３のアダプタ支持部材９３は、図６及び図１１（Ａ），（Ｂ）に示すように、対向する
二つの直線状のアーム部９３ａ，９３ｂと、アーム部９３ａ，９３ｂの下端の四角枠形の
アダプタ取り付け部９３ｃとを有する。
【００３６】
第４のアダプタ支持部材９４は、図６及び図１２（Ａ），（Ｂ）に示すように、Ｙ１方向
に延びたクランク形状を有して対向する二つのアーム部９４ａ，９４ｂと、アーム部９４
ａ，９４ｂの下端のアダプタ取り付け部９４ｃとを有する。アダプタ取り付け部９４ｃは
、四角枠を半分に切断して得られた形状を有する。
【００３７】
第１乃至第４のアダプタ支持部材９１～９４のアーム部９１ａ～９４ｂは、途中に、段差
部９１ｄ～９４ｄ、９１ｅ～９４ｅを有する。段差部９１ｄ～９４ｄ、９１ｅ～９４ｅは
Ｘ１－Ｘ２方向上左右対称である。段差部９１ｄ～９４ｄ、９１ｅ～９４ｅの段差寸法Ａ
１～Ａ２は、アーム部の厚さｔ１の寸法だけ順に大きくなっており、Ａ１＜Ａ２＜Ａ３＜
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Ａ４の関係にある。これによって、アーム部９１ａ，９１ｂの内側にアーム部９２ａ，９
２ｂが位置し、この内側にアーム部９３ａ，９３ｂが位置し、この内側にアーム部９４ａ
，９４ｂが位置して、アーム部９１ａ～９４ａが重なり合い、アーム部９１ｂ～９４ｂが
重なり合う関係となっている。なお、段差部９１ｄの段差寸法Ａ１は後述するフランジ部
９５ｂの厚さｔ２に対応している。
【００３８】
アーム部９１ａ～９４ａは、図７及び図８に示すように、フランジ付き軸部材９５とＥワ
ッシャ９７とによって支持されている。フランジ付き軸部材９５は、図８に示すように、
軸部９５ａと、一端のフランジ部９５ｂと、軸部９５ａの端側に形成してある溝９５ｃと
、軸部９５ａを貫通する雌ねじ部９５ｄと、軸部９５ａの端側に切削除去して形成してあ
る平坦面部９５ｅとを有する。軸部９５ａが孔９１ｆ～９４ｆを貫通しており、Ｅワッシ
ャ９７は溝９５ｃに嵌着してある。よって、アーム部９１ａ～９４ａは、フランジ部９５
ｂとＥワッシャ９７との間に挟まれて軸部９５ａに支持されている。
【００３９】
アーム部９１ｂ～９４ｂも、上記と同じく、上側の孔９１ｇ～９４ｇを、フランジ付き軸
部材９６とＥワッシャ９８とによって支持されている。フランジ付き軸部材９６は上記の
フランジ付き軸部材９５と同じ形状であり、平坦面部を有する。
【００４０】
　孔９１ｆ～９３ｆ、９１ｇ～９３ｇは円であり、よって、第１、第２ ,第３のアダプタ
支持部材９１、９２、９３は、フランジ付き軸部材９５、９６に対して独立に回動が可能
である。しかし、孔９４ｆ，９４ｇは、蒲鉾形状であり、弦部９４ｆ１，９４ｇ１を有し
、弦部９４ｆ１，９４ｇ１が軸部９５ａの平坦面部９５ｅと当たっており、 アダプ
タ支持部材９４とフランジ付き軸部材９５、９６との間では回動が拘束されている。
【００４１】
第１のアダプタ支持部材９１のアーム部９１ａの上端には、ストッパ９１ｈが形成してあ
る。アーム部９１ａ、９１ｂのＹ１側には、係止片９１ｉ、９１ｊがアダプタ支持部材９
１の内側に折り曲げられて形成してある。第４のアダプタ支持部材９４のアーム部９４ａ
、９４ｂは、梁部９４ｈで連結されている。
【００４２】
第１乃至第４のアダプタ支持部材９１～９４のアダプタ取り付け部９１ｃ～９４ｃは、光
コネクタ用アダプタが丁度収まる大きさのであり、Ｘ１－Ｘ２方向の寸法が同じである。
アダプタ取り付け部９１ｃ～９３ｃは、Ｙ１－Ｙ２方向の寸法も同じである。アーム部９
１ａ～９４ａ及びアーム部９１ｂ～９４ｂが共に重なり合う関係となっているため、第１
乃至第４のアダプタ支持部材９１～９４のアダプタ取り付け部９１ｃ～９４ｃは、図４（
Ｂ）に示すように、Ｙ１－Ｙ２方向上、に密接して並んでいる。
【００４３】
アダプタ取り付け部９１ｃ、９２ｃ、９３ｃは、四角枠形であり、下面のＸ１及びＸ２側
に、内側に折り曲げられている係止片９１ｃ１～９３ｃ２を有する。
【００４４】
Ｙ１側に位置するアダプタ取り付け部９４ｃは、四角枠を半分に切った形状であり、下面
のＸ１及びＸ２側に、内側に折り曲げられている係止片９４ｃ１、９４ｃ２を有し、且つ
、下面のうちＹ１側のＸ１及びＸ２側に、Ｚ２方向に折り曲げられている係止片９４ｃ３
、９４ｃ４を有する。
【００４５】
Ｙ２側のアダプタ取り付け部９１ｃには、作業者の目を保護するためのタグ９９が付けて
ある
次に光コネクタ用アダプタ１０１及び光コネクタ１４０について、図１３、図１４及び図
１５を参照して説明する。
【００４６】
光コネクタ用アダプタ１０１は、ＬＣアダプタであり、直方体形状のハウジング１２０の
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周囲にＵ字形状の板ばね部材１３０が嵌合して取り付けてある構成である。
【００４７】
ハウジング１２０には、Ｚ２側とＺ１側とに、Ｘ１－Ｘ２方向に並んで、光コネクタ挿入
口１２１，１２２及び１２３，１２４が形成してある。光コネクタ挿入口１２１と１２３
、及び光コネクタ挿入口１２２と１２４は、Ｚ１－Ｚ２方向上整列しており、中央部には
、割りスリーブ１２７が設けてある。
【００４８】
各光コネクタ挿入口１２１～１２４は、係止部１２１ａ～１２４ａを有する。
【００４９】
ハウジング１２０のＸ１側の面及びＸ２側の面には、中央部に、リブ１２５，１２６を有
する。
【００５０】
Ｕ字形状の板ばね部材１３０は、ハウジング１２０のうちリブ１２５，１２６よりＺ１側
の個所に設けてあり、Ｘ１側の面及びＸ２側の側に斜めに突き出すプレート１３１，１３
２を有する。
【００５１】
他の光コネクタ用アダプタ１０２，１０３，１０４も、上記の光コネクタ用アダプタ１０
１と同じ構成である。
【００５２】
光コネクタ用アダプタ１０１は、図６に示すように、第１のアダプタ支持部材９１のアダ
プタ取り付け部９１ｃに下方から挿入させることに取り付けられる。プレート１３１，１
３２はアダプタ取り付け部９１ｃ内に入るときにすぼまされ、アダプタ取り付け部９１ｃ
内に入ると、復元して開く。光コネクタ用アダプタ１０１は、図４（Ａ）中、拡大して示
すように、プレート１３１，１３２とリブ１２５，１２６とが係止片９１ｃ１、９１ｃ２
を挟んだ状態で、アダプタ取り付け部９１ｃに取り付けられている。
【００５３】
光コネクタ用アダプタ１０２，１０３は、上記のアダプタ１０１と同様にアダプタ取り付
け部９２ｃ、９３ｃに取り付けられている。
【００５４】
光コネクタ用アダプタ１０４は、図４（Ｂ）中、拡大して示すように、プレート１３１，
１３２とリブ１２５，１２６とが係止片９１ｃ１、９１ｃ２を挟み、且つ、リブ１２５，
１２６の端が係止片９４ｃ３、９４ｃ４に係止された状態で、アダプタ取り付け部９２ｃ
、９３ｃに取り付けられている。
【００５５】
以上が光コネクタ用アダプタ組立体７６の構成である。
【００５６】
また、図１３及び図１５に示すように、　光コネクタ１４０は、ＬＣコネクタであり、図
３に併せて示すように、光ファイバケーブル１６０の端に接続されており、合成樹脂製の
本体１４１の先端にフェルール１４２が突き出して設けてある。本体１４１の内部には、
フェルール１４２を前方に押すコイルスプリング１４３が組み込まれている。光コネクタ
１４０には、ロックレバー１４４が本体１４１と一体に形成してある。
【００５７】
この光コネクタ用アダプタ組立体７６は、図２、図５及び図７に示すように、フロント部
材７０の空間７５内に入れられ、ボルト部材１１０をフロント部材７０のＸ１側から壁７
７の円形孔７７ａを通して軸部材９５の雌ねじ部９５ｄにねじ込んで、且つ、ボルト部材
１１１をＸ２側から壁７８の円形孔７８ａを通して軸部材９６の雌ねじ部にねじ込むこと
によって、フロント部材７０の空間７５内に取り付けられている。
【００５８】
作業者がボルト部材１１０、１１１をねじ込むときに、軸部材９５、９６は回転しないた
め、軸部材９５、９６を指先等で押えて空回りしないようにすることは必要ではなく、よ
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って、ボルト部材１１０、１１１を締める作業はし易い。
【００５９】
ボルト部材１１０、１１１は、円柱形状の頭部１１０ａ，１１１ａを有し、この頭部１１
０ａ，１１１ａの端面にねじ締めのための六角穴１１０ｂ，１１１ｂが形成してある。頭
部１１０ａ，１１１ａは、夫々円形孔７７ａ，７８ａ内に回動可能に嵌合してある。
【００６０】
次に、光コネクタ用アダプタ組立体７６がどのように動くかについて説明する。
【００６１】
操作前では、光コネクタ用アダプタ組立体７６は、図２、図４、図５に示すように、ボル
ト部材１１０、１１１によって壁７７、７８の円形孔７７ａ、７８ａに支持されて吊り下
がった状態にあり、アダプタ１０１、１０２，１０３、１０４はＹ１－Ｙ２方向に密接し
て並んでおり、空間７５内に収まっている。
【００６２】
第２、第３及び第 4のアダプタ支持部材９２、９３，９４のアーム部９２ａ～９４ｂのＹ
１側の端はそろっている。係止片９１ｉ、９１ｊはアーム部９２ａ等のＹ１側の端よりＹ
１方向に寸法Ｂ離れた位置に位置している。
【００６３】
操作者が指先で第１のアダプタ支持部材９１を引っ掛けてＹ２方向に引く操作をすると、
第１のアダプタ支持部材９１は時計方向に回動され、空間７５からＹ２方向に引き出され
る。
【００６４】
第１のアダプタ支持部材９１は、図１６（Ａ）で示すように、ストッパ９１ｈが空間７５
の天板部７９に当たった位置まで回動される。このときの第１のアダプタ支持部材９１の
回動角度αが最大引き出し角度であり、約４５度である。第１のアダプタ支持部材９１は
角度α以上には回動しないようになっている。操作者がレーザ光で目を傷めることが起き
ないようにするためである。
【００６５】
第１のアダプタ支持部材９１が時計方向に途中まで回動されると、係止片９１ｉ、９１ｊ
が第２、第３及び第４のアダプタ支持部材９２、９３，９４のアーム部９２ａ～９４ｂを
係止し、以後は、第２、第３及び第４のアダプタ支持部材９２、９３，９４が第１のアダ
プタ支持部材９１に追従して時計方向に回動され、空間７５からＹ２方向に引き出される
。
【００６６】
ここで、第１のアダプタ支持部材９１のアダプタ１０１と第２のアダプタ支持部材９２の
アダプタ１０２との間には、空間２００が存在している。空間２００の寸法Ｃは、上記の
寸法Ｂによって決まる寸法であり、手の指２１０が入る寸法である。
【００６７】
図１６（Ａ）に示す状態で操作者が指先で第２のアダプタ支持部材９２を引っ掛けてＹ２
方向に引く操作をすると、第２のアダプタ支持部材９２が単独で時計方向に回動され、図
１６（Ｂ）に示す状態となり、アダプタ１０２とアダプタ１０３との間に、寸法Ｃの空間
２０１が形成される。ここで、第２のアダプタ支持部材９２は空間７５から出た位置に位
置しており、指先で引っ掛けるのはし易い。
【００６８】
図１６（Ｂ）に示す状態で操作者が指先で第３のアダプタ支持部材９３を引っ掛けてＹ２
方向に引く操作をすると、第３のアダプタ支持部材９３が単独で時計方向に回動され、図
１６（Ｃ）に示す状態となり、アダプタ１０３とアダプタ１０４との間に、寸法Ｃの空間
２０２が形成される。ここで、第３のアダプタ支持部材９３の下端は空間７５から出た位
置に位置しており、指先で引っ掛けるのはし易い。
【００６９】
図１６（Ｃ）に示す状態で第４のアダプタ支持部材９４を引っ掛けてＹ２方向に引く操作
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をすると、第４のアダプタ支持部材９４は時計方向に回動され、図１６（Ｃ）中、二点鎖
線で示すようになる。このときは、第４のアダプタ支持部材９４はボルト部材１１０、１
１１と共に回動される。ここで、第４のアダプタ支持部材９４の下端は空間７５の出口に
位置しており、指先で引っ掛けるのはし易い。
【００７０】
指を離すと、第 1乃至第 4のアダプタ支持部材９１～９４は重力でもって反時計方向に回動
され、図２、図４、図５に示す元の状態となる。
【００７１】
ここで、第２、第３及び第 4のアダプタ支持部材９２、９３，９４が第１のアダプタ支持
部材９１に追従しない構成とすることも考えられる。この構成では、第１のアダプタ支持
部材９１を引き出した状態で、第２、第３及び第 4のアダプタ支持部材９２、９３，９４
は図４（Ｂ）の垂直の状態に留まり、空間７５内に位置している。よって、第２のアダプ
タ支持部材９２を引っ掛けて引き出す操作がし難くなる。第３及び第 4のアダプタ支持部
材９３，９４は、空間７５内の奥に位置しており、指が更に届き難くなる。よって、第２
、第３及び第 4のアダプタ支持部材９２、９３，９４が第１のアダプタ支持部材９１に追
従しない構成に比べて、本実施例の追従する構成は操作がし易い。
【００７２】
次に、光コネクタ用アダプタ組立体７６への光コネクタ１４０の接続操作について説明す
る。
【００７３】
　外線である光ファイバーケーブル の先端の光コネクタ１４０のアダプタ１０２へ
の接続は、光コネクタ用アダプタ組立体７６を図１６（Ｂ）に示す状態とし、図１７に示
すように手の指２１０を空間２０１に入れて、光コネクタ１４０をアダプタ１０２に差し
込むことによってなされる。また、光コネクタ１４０をアダプタ１０２から引き抜くとき
のロックレバー１４４を押してロックを解除する操作は、光コネクタ用アダプタ組立体７
６を図１６（Ｂ）に示す状態とし、図１７に示すように手の指２１０を空間２０１に入れ
て、ロックレバー１４４をＹ２方向に押すことによってなされる。
【００７４】
光コネクタ１４０をアダプタ１０１へ接続する操作、及び光コネクタ１４０をアダプタ１
０１から引き抜くときのロックを解除する操作は、光コネクタ用アダプタ組立体７６を、
図１６（Ａ）に示す状態とし、手の指を空間２００に入れてなされる。
【００７５】
光コネクタ１４０をアダプタ１０２へ接続する操作、及び光コネクタ１４０をアダプタ１
０２から引き抜くときのロックを解除する操作は、光コネクタ用アダプタ組立体７６を、
図１６（Ｃ）に示す状態とし、手の指を空間２０２に入れてなされる。
【００７６】
光コネクタ１４０をアダプタ１０３へ接続する操作、及び光コネクタ１４０をアダプタ１
０３から引き抜くときのロックを解除する操作は、光コネクタ用アダプタ組立体７６を、
図１６（Ｃ）に示す状態とし、手の指を空間２０２に入れてなされる。
【００７７】
光コネクタ１４０をアダプタ１０４へ接続する操作、及び光コネクタ１４０をアダプタ１
０４から引き抜くときのロックを解除する操作は、光コネクタ用アダプタ組立体７６を、
図１６（Ｃ）中、二点鎖線で示す状態として、手の指をアダプタ１０４のＹ１側の空間に
入れてなされる。
【００７８】
なお、ケース７２内からフロント部材７０内に出ている光ファイバ９０～９７の先端の光
コネクタ１４０のアダプタ１０１～１０４の上部へ接続する操作、及びロックレバー１４
４を押して引き抜く操作も、光コネクタ用アダプタ組立体７６を適宜図１６（Ａ）、（Ｂ
）、（Ｃ）に示す状態として行われる。
【００７９】
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ここで、図７に示すように、光コネクタ用アダプタ組立体７６がフロント部材７０に取り
付けられている状態で、ボルト部材１１０、１１１の間は空間２２０となっている。よっ
て、フロント部材７０の内部における光ファイバ９０～９７は、軸等に邪魔されないで、
無用に湾曲されないで形成される。また、上記の光ファイバ９０～９７の先端の光コネク
タ１４０のアダプタ１０１～１０４の上部へ接続する作業もしやすくなる。
（付記１）　光電変換モジュールを備え、且つ、両側に光コネクタ挿入口を有する光コネ
クタ用アダプタを備え、該光電変換モジュールから延びている光ファイバの端の光コネク
タが上記光コネクタ用アダプタの一側の光コネクタ挿入口に接続されており、他側の光コ
ネクタ挿入口に、外部からの光ファイバの端の光コネクタが接続される構成の光ユニット
において、
夫々の下端側に光コネクタ用アダプタが取り付けてある複数のアダプタ支持部材を、その
上側を回動可能に支持して設けてなり、
各アダプタ支持部材に取り付けてある光コネクタ用アダプタが隣接した状態とされて、光
ユニットの内部に収容されており、
該複数のアダプタ支持部材が個々に回動されて、上記光コネクタ用アダプタが光ユニット
の外に出され、且つ、隣り合う光コネクタ用アダプタの間がひらいて空間が形成される構
成としたことを特徴とする光ユニット。
（付記２）　付記１記載の光ユニットにおいて、
複数のアダプタ支持部材のうち一つのアダプタ支持部材のその光コネクタ用アダプタを光
ユニットの外に出す回動に連動して別のアダプタ支持部材を光コネクタ用アダプタを光ユ
ニットの外に出す方向に回動させる連動機構を更に有する構成としたこと構成としたこと
を特徴とする光ユニット。
（付記３）　付記２記載の光ユニットにおいて、
該連動機構は、複数のアダプタ支持部材のうち光ユニットの外側に最も近い位置に位置す
る光コネクタ用アダプタを支持するアダプタ支持部材に形成してある係止片よりなり、
該アダプタ支持部材が所定角度回動したときに、上記係止片が残りの全部のアダプタ支持
部材を係止して回動を開始させる構成としたことを特徴とする光ユニット。（３）
（付記４）　付記１記載の光ユニットにおいて、
複数のアダプタ支持部材のうち光ユニットの外側に最も近い位置に位置する光コネクタ用
アダプタは、所定以上に回動されることを制限するストッパを有する構成としたことを特
徴とする光ユニット。
（付記５）　付記１記載の光ユニットにおいて、
複数のアダプタ支持部材は、軸部材によって独立に回動可能に支持されて光コネクタ用ア
ダプタ組立体を構成しており、
該光コネクタ用アダプタ組立体が、その軸部材を上記光ユニットに支持されて取り付けて
ある構成としたことを特徴とする光ユニット。
（付記６）　付記１記載の光ユニットにおいて、
アダプタ支持部材は、下端に光コネクタ用アダプタが取り付けられたアダプタ取付け部を
有し、且つ、このアダプタ取付け部の両側から上方に延びる左右の腕部を有する構成であ
り、
左の腕部を独立に回動可能に支持する左側軸部材と、右の腕部を独立に回動可能に支持す
る右側軸部材とを有し、
且つ、左側軸部材と右側軸部材とが上記光ユニットに別々に支持されている構成とした構
成としたことを特徴とする光ユニット。
（付記７）　付記６記載の光ユニットにおいて、
上記左側軸部材と右側軸部材とは、中心に雌ねじ部を有する構成であり、
頭部が円柱形であり、上記左側軸部材の雌ねじ部にねじ込んである左側ボルトと、
頭部が円柱形であり、上記右側軸部材の雌ねじ部にねじ込んである右側ボルトとを更に有
し、
上記左側ボルトの頭部及び右側ボルトの頭部が、夫々光ユニットの孔に回動可能に嵌合し
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ている構成としたことを特徴とする光ユニット。
（付記８）　付記６記載の光ユニットにおいて、
各アダプタ支持部材の左右の腕部は、途中に段差寸法の異なる段差部を有し、上記左の腕
部同士及び右の腕部同士は重なり合っている構成としたことを特徴とする光ユニット。
【００８０】
【発明の効果】
　以上説明したように、請求項１の発明は、光電変換モジュールから延びている光ファイ
バの端の光コネクタが光コネクタ用アダプタの一側の光コネクタ挿入口に接続されており
、他側の光コネクタ挿入口に、外部からの光ファイバの端の光コネクタが接続される構成
の光ユニットにおいて、夫々の下端側に光コネクタ用アダプタが取り付けてある複数のア
ダプタ支持部材を、その上側を回動可能に支持して 回動す
るように設けてなり、各アダプタ支持部材に取り付けてある光コネクタ用アダプタが前記
の共通の回動面内で隣接した状態とされて、光ユニットの内部に収容されており、該複数
のアダプタ支持部材が個々に回動されて、上記光コネクタ用アダプタが光ユニットの外に
出され、且つ、隣り合う光コネクタ用アダプタの間

空間が形成される構成としたものであるため、複数の光コネクタ用アダプタ
を光ユニット内の狭い空間に収めることが出来、且つ、光ユニットの外に出された状態で
は、複数のアダプタ支持部材が、独立に回動されることによって隣り合う光コネクタ用ア
ダプタの間に指先が入る作業空間を形成することが出来、よって、ロックレバーを備えた
光コネクタを使用することが可能となり、光コネクタの接続の信頼性を向上させることが
出来る。
【００８１】
　請求項２の発明は、請求項１記載の光ユニットにおいて、複数のアダプタ支持部材のう
ち一つのアダプタ支持部材のその光コネクタ用アダプタを光ユニットの外に出す回動に連
動して別のアダプタ支持部 コネクタ用アダプタを光ユニットの外に出す方向に回動
させる連動機構を更に有する構成としたこと構成としたものであるため、一つのアダプタ
支持部材を回動させるとこれに連動して別のアダプタ支持部材も回動されて、光ユニット
の奥から光ユニットの外部の近くまで移動してきており、この別のアダプタ支持部材を光
ユニットの外部に引き出す操作がし易くなり、ひいては、ロックレバーを備えた光コネク
タを接続する作業及びロックレバーを操作してロックを解除して光コネクタを引き抜く作
業を容易に行うことが出来る。
【００８２】
請求項３の発明は、請求項２記載の光ユニットにおいて、該連動機構は、複数のアダプタ
支持部材のうち光ユニットの外側に最も近い位置に位置する光コネクタ用アダプタを支持
するアダプタ支持部材に形成してある係止片よりなり、
該アダプタ支持部材が所定角度回動したときに、上記係止片が残りの全部のアダプタ支持
部材を係止して回動を開始させる構成としたものであるため、連動機構を簡単な構成に出
来る。
【００８３】
　請求項４の発明は、請求項１記載の光ユニットにおいて、複数のアダプタ支持部材のう
ち光ユニットの外側に最も近い位置に位置する光コネクタ用アダプタは、

所定以上に回
動されることを制限するストッパを有する構成としたものであるため、光コネクタ用アダ
プタから外に漏れ出したレーザ光の進む方向は下方となり、水平方向及び上方とはならず
、操作者の目に入ることが起きないようになり、操作者の目が保護される。
【００８４】
　請求項５の発明は、請求項１記載の光ユニットにおいて、複数のアダプタ支持部材は、

部材 って独立に回動可能に支持されて光コネクタ用アダ
プタ組立体を構成しており、該光コネクタ用アダプタ組立体が、その軸部材を

上記光ユニットに支持されて取り付けてある構成としたものであ
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一つの共通の回動面内で独立に

が前記光ユニットから引き出される方
向にひらいて

材の光

前記光ユニット
のうち前記複数のアダプタ支持部材が収容してある空間の天板部に当たって

フランジ付き軸 とＥワッシャによ
これを貫通

するボルト部材によって



るため、アダプタ支持部材をひとつひとつ光ユニットに取り付ける場合に比べて、組立て
作業を容易に行うことが出来る。
【図面の簡単な説明】
【図１】従来の光ユニットを示す図である。
【図２】本発明の一実施例になる光ユニットを一部切截して示す斜視図である。
【図３】図１の光ユニットが構成する通信装置の分解斜視図である。
【図４】光コネクタ用アダプタ組立体を示す図である。
【図５】光ユニットに取り付けられた光コネクタ用アダプタ組立体を示す図である。
【図６】図４の光コネクタ用アダプタ組立体の分解斜視図である。
【図７】光コネクタ用アダプタ組立体の支持部の構造を拡大して示す図である。
【図８】図７の支持部を分解して示す図である。
【図９】第１のアダプタ支持部材を示す図である。
【図１０】第２のアダプタ支持部材を示す図である。
【図１１】第３のアダプタ支持部材を示す図である。
【図１２】第４のアダプタ支持部材を示す図である。
【図１３】光コネクタ用アダプタと光コネクタとを対応させて示す図である。
【図１４】光コネクタ用アダプタを示す図である。
【図１５】光コネクタを示す図である。
【図１６】光コネクタ用アダプタ組立体を操作したときの状態を示す図である。
【図１７】光コネクタの接続作業及び引き抜き作業の状態を示す図である。
【符号の説明】
６０　光ユニット
６１　シェルフ
６２　コネクタ
６３　バックワイヤリングボート
６５　通信装置
７０　フロント部材
７１　プリント基板
７２　ケース
７５　空間
７６　光コネクタ用アダプタ組立体
８０～８７　光電変換モジュール
８８　半導体装置
９０～９７　光ファイバ
９１　第１のアダプタ支持部材
９２　第２のアダプタ支持部材
９３　第３のアダプタ支持部材
９４　第４のアダプタ支持部材
９５，９６　フランジ付き軸部材
９７，９８　Ｅワッシャ
１０１～１０４　光コネクタ用アダプタ
１２１～１２４　光コネクタ挿入口
１２１ａ～１２４ａ係止部
１１０，１１１　ボルト部材
１４０　光コネクタ
１４４　ロックレバー
２００，２０１、２０２　空間
２１０　手の指
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

(15) JP 3910815 B2 2007.4.25



【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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【 図 １ ７ 】
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