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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メタルケーブルａのメタル心線接続部（１）と、キャビネット本体に導入された光ケー
ブルｂからのテープ心線とキャビネット本体から導出される光ケーブルｂからのテープ心
線とを接続すると共にその余長を収納するテープ心線収納部（２）と、キャビネット本体
に導入された光ケーブルｂから分岐された光ファイバ心線とキャビネット本体から導出さ
れるドロップ光ケーブルｆからの光ファイバ心線とを接続すると共にその余長を収納する
心線接続余長収納部（３）とを備えたキャビネットにおいて、
　キャビネット本体内に導入されて前記メタル心線接続部（１）へと至るメタルケーブル
ａを保持するメタルケーブル把持部（５）と、キャビネット本体内に導入されてテープ心
線収納部（２）及び心線接続余長収納部（３）へと至る光ケーブルｂのテンションメンバ
ーｃを保持する光ケーブル把持部（１２）とを設けたものであって、
　前記テープ心線収納部（２）は、仕切板を複数多段に間隔をあけて収納枠体に配備され
、該仕切板上に開閉自在の外蓋のあるソフトシート収納トレイを摺動自在に配備した構成
からなり、
　前記心線接続余長収納部（３）は、キャビネット本体に導入された光ケーブルｂから分
岐された光ファイバ心線とキャビネット本体から導出されるドロップ光ケーブルｆからの
光ファイバ心線とを導出入する心線導出入部（３１）と、該心線導出入部から入る心線相
互を接続した心線接続部のコネクタを収納するコネクタ収納部（３２）と、心線余長を巻
回して収納する心線余長収納部（３３）とを備えた心線トレイ（３２）をキャビネット本
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体内に設けたトレイホルダー（３０）に挿脱自在に嵌装してなることを特徴とするケーブ
ル接続部収納用キャビネット。
【請求項２】
前記光ケーブル把持部が、キャビネット本体内に設けたベース板の光・メタルケーブル共
用把持部に着脱自在に係止され、ベース板または光・メタルケーブル共用把持部に固定ネ
ジによって固着されるものであって、光ケーブルのテンションメンバを挿通する案内溝の
ある取付部と、該取付部にテンションメンバを固着する締め付けネジとを備えると共に、
テンションメンバの末端を挿入する貫通孔を形成した構成としたことを特徴とする請求項
１記載のケーブル接続部収納用キャビネット。
【請求項３】
　キャビネット本体内のベース板上に、門型状をした支持片からなるドロップ光ケーブル
支持線把持具を備え、該門型状をした支持片の頂面位置に、心線トレイから引き出された
ドロップ光ケーブルより分離した支持線を固定するネジと、該ネジを保持してケーブルを
仕分け通過させる仕切枠とを設けたことを特徴とする請求項１記載のケーブル接続部収納
用キャビネット。
【請求項４】
前記テープ心線収納部が、仕切板を複数多段有し、該仕切板に板上をスライドする案内が
ついたフラップ片のあるソフトシート収納トレイを摺動自在に備えたことを特徴とする請
求項１または２記載のケーブル接続部収納用キャビネット。
【請求項５】
前記メタルケーブル把持部がメタルケーブル外被をかませて止める爪片のある締め付けネ
ジを備えたＵ字形部材である請求項１または２記載のケーブル接続部収納用キャビネット
。
【請求項６】
前記メタルケーブルの心線接続部が、コネクタケースに収納されるものであって、このコ
ネクタケースにベルトを介してキャビネットに配備されたベルト固定金具を備えたことを
特徴とする請求項２，３，４または５記載のケーブル接続部収納用キャビネット。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、通信ケーブル、特に、光ファイバ心線を有する光ファイバケーブル（以下光ケ
ーブル）やメタルケーブルの配線区間において、固定配線区画の配線点や、ケーブル接続
点における外被接続並びに架空ケーブルや地下ケーブルなどのメタルケーブル或いは光ケ
ーブルと、ドロップ光ケーブル或いは集合ドロップ光ケーブルの接続のために用いられ、
光ケーブルの接続部を保護し、引き通しテープや心線余長を収納する地上設置用光成端キ
ャビネットのケーブル接続部収納用キャビネットに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、光ケーブルの分岐、引込、接続などを行う場合、キャビネット内においてケー
ブル心線相互を接続すると共に、ケーブル心線の余長分を収納するための心線接続余長収
納ケースが用いられている。このケースは、心線トレイからなり、トレイ本体に心線を導
出入する部分となる心線導出入部と、その心線導出入部から導出入させる幹線用光ケーブ
ルから引き出された光ファイバ心線同士或いは分岐用光ケーブルから引き出された心線と
を接続するコネクタ等の接続部が収納されるコネクタ収納部と、さらに接続された心線の
余長部分を巻回して保護収納する心線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】
ところが、光ケーブルを用いた通信網では、既存のメタルケーブルを用いた通信網との併
用が要請され、さらに光ケーブルの高密度、多心化が進むにつれて心線余長収納部では、
その容量が不足しがちになり、キャビネット内での多数枚配備される心線トレイの多様化
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で分岐心線の取扱いがやっかいとなり、任意の心線ハンドリングも手数がかかり、また心
線余長の納まりが悪くなって、心線にストレスが掛ることが多かったり、心線の光損失が
生じ伝送特性に悪影響を与えたり接続分岐に伴う作業や個別配線整理がやりにくいし、さ
らには増設も簡単には対応できず構造が複雑化し、コスト高となりコンパクト化できない
といった問題が生じている。
【０００４】
本発明は、これら従来の事情に鑑みてなされたものであり、メタルケーブルと光ケーブル
との併用ができ、光ケーブルの伝送特性に悪影響を与えることなく、光ケーブルのドロッ
プ接続や切り替え或いは分岐接続作業並びに再収納作業が容易に実施でき、複数接続単位
で複層化とした高密度収納構造によって、テープ心線ごとの収納や、テープ接続や引き通
しテープの収納整理のほか心線ごとの増減が簡単にでき、しかもその増設も容易で、きわ
めてコンパクトに接続部を安全に収納することができる取扱い簡便なケーブル心線接続部
収納用キャビネットを安価な形態で提供することを目的とするものである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　上述の課題を解決するために、本発明は、メタルケーブルのメタル心線接続部と、キャ
ビネット本体に導入された光ケーブルからのテープ心線とキャビネット本体から導出され
る光ケーブルからのテープ心線とを接続すると共にその余長を収納するテープ心線収納部
と、キャビネット本体に導入された光ケーブルから分岐された光ファイバ心線とキャビネ
ット本体から導出されるドロップ光ケーブルからの光ファイバ心線とを接続すると共にそ
の余長を収納する心線接続余長収納部とを備えたキャビネットにおいて、キャビネット本
体内に導入されて前記メタル心線接続部へと至るメタルケーブルを保持するメタルケーブ
ル把持部と、キャビネット本体内に導入されてテープ心線収納部及び心線接続余長収納部
へと至る光ケーブルのテンションメンバを保持する光ケーブル把持部とを設けたものであ
って、前記テープ心線収納部は、仕切板を複数多段に間隔をあけて収納枠体に配備され、
該仕切板上に開閉自在の外蓋のあるソフトシート収納トレイを摺動自在に配備した構成か
らなり、前記心線接続余長収納部は、キャビネット本体に導入された光ケーブルから分岐
された光ファイバ心線とキャビネット本体から導出されるドロップ光ケーブルからの光フ
ァイバ心線とを導出入する心線導出入部と、該心線導出入部から入る心線相互を接続した
心線接続部のコネクタを収納するコネクタ収納部と、心線余長を巻回して収納する心線余
長収納部とを備えた心線トレイをキャビネット本体内に設けたトレイホルダーに挿脱自在
に嵌装してなることを特徴とする。
【０００６】
【作用】
本発明のケーブル接続部収納用キャビネットは、メタルケーブルの接続部も簡単に収納で
き、さらに光ファイバ心線の分岐心線の接続余長部分を保護収納する複数のトレイが、互
いに分離されて収納枠体に挿脱自在に収納されているので、任意の心線トレイを開いて或
いは取り出したりしてテープ心線から分岐した心線ドロップの接続作業や接続状況の点検
、確認、調整などをきわめて容易に安全に行うことができる。
また、テープ心線収納部やドロップ心線収納部は、トレイで複数接続単位で複数層化とし
た高密度収納構造となっていて、各心線トレイは、心線接続部のコネクタを保持固定し、
心線余長も曲率半径を確保した上で取り回し収納できるので、心線余長の吸収に自由度を
持たせて納められ、伝送特性に悪影響を及ぼすことがない。
しかも、心線接続作業後に心線トレイを元の位置に戻しても光ファイバ心線に弛みが生じ
ないし、心線に過度に屈曲することがなく曲率半径の小さい円弧状部分をも生じないで収
納でき安全な保護ができる。
さらに、ドロップ光ケーブルを個別に心線トレイに収納し、トレイホルダーに挿し込むこ
とで隣接される心線トレイと整理でき、またトレイホルダーから外して開閉することによ
り、連結した心線ドロップ用トレイを別個に露出することができ、接続作業や心線トレイ
の更新並びに増設が容易にできるし、簡易な心線識別とハードトレイ化による安全性向上
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と任意心線の取り出し、接続、再収納作業に対するハンドリング特性の向上とが図れる。
【０００７】
【発明の実施の形態】
本発明の実施例を図面を用いて説明すると、図１及び図２に示すように、メタルケーブル
ａのメタル心線接続部１と、光ケーブルｂの光心線接続部及び該光心線接続部から延びる
心線余長を収納するテープ心線収納部２と、前記光ケーブルｂから分岐された心線接続余
長収納部３とを備えたキャビネットにおいて、開閉扉４６のあるキャビネット本体４内に
導入されて前記メタル心線接続部１と、光ケーブルのテープ心線収納部２及び心線接続余
長収納部３とにいたるケーブルを夫々保持するメタルケーブル把持部５と、光ケーブルｂ
の心線を引き通す心線ホルダー６とテンションメンバを保持する光ケーブル把持部１２と
を設けたものであって、前記テープ心線収納部２が、仕切板２２ を複数多段に間隔をあ
けて収納枠体２１ に配備され、該仕切板２２ 上に開閉可能なフラップ片２４ のあるソ
フトシート収納トレイ２３ を摺動自在に配備した構成からなり、前記心線接続余長収納
部３は光ファイバ心線を導出入する心線導出入部３１ と、該心線導出入部３１ から入る
心線相互を接続したコネクタを収納するコネクタ収納部３２ と、心線余長を巻回して収
納する心線余長収納部３３ とを備えた心線トレイ３２の複数枚をトレイホルダー３０に
挿脱自在に嵌装した構成からなっている。
【０００８】
前記テープ心線収納部２と、心線接続余長収納部３及びケーブル把持部５，１２、その他
必要な部材は、図３に示すようにベース板４７に取付けられてキャビネット本体４内に配
列装備される。
【０００９】
また、前記メタルケーブル把持部５としては、メタルケーブル外被をかませて止める爪片
７のある締め付けネジ８を備えたＵ字形部材（図４）で、キャビネット本体４内に設けた
ベース板４７に着脱自在に係止されるようにし、さらに、図５及び図６の如く、前記光ケ
ーブル把持部１２は、取付部１２１ 単独をベース板４７に固設するか或いは、キャビネ
ット本体４内に設けたベース板４７の光・メタルケーブル共用把持部５０に取付片１２２

 で着脱自在に係止され、ベース板４７または光・メタルケーブル共用把持部５０に固定
ネジ１０によって固着されるものであって、光ケーブルｂのテンションメンバｃを挿通す
る案内孔１１または案内溝のある取付部１２１ と、該取付部１２１ にテンションメンバ
ｃを固着する締め付けネジ１３とを備えると共に、必要に応じ図６に示すようにテンショ
ンメンバｃの末端を挿入する貫通孔１１２ を形成したものを用い、テンションメンバｃ
を直角に折り曲げて貫通孔１１２ に挿入して引張し、締め付けネジ１３で締め付け引張
力をあげて、確実強固に光ケーブルを把持できるようにすることもできる。
これらの場合、キャビネット本体４内では、ベース板４７上にメタルケーブル把持部５と
、光ケーブル把持部１２とを別個に設けたり、集合把持部として光・メタルケーブル共用
把持部５０と、ドロップ光ケーブル支持線把持部６１とを設けて用いたり、その他の光ケ
ーブル把持部やメタルケーブル把持部を光・メタルケーブル共用把持部５０に並設して用
いたりすることが選んででき、さらに、前記メタルケーブル把持部５において回転防止機
構のついた爪片７のある締め付けネジ８は、互いに回動自在に接続して爪片７がケーブル
に喰い付いたときにネジ８を廻しても、ケーブルを切断することなく押し付けて、締めつ
けることができるようにするのがよい。
【００１０】
前記心線接続余長収納部３の心線トレイ３２から引き出されたドロップ光ケーブルの支持
線をドロップ光ケーブル支持線把持具６１で固定できるように備える。このドロップ光ケ
ーブル支持線把持具６１としては、図７に示すように、縦型（ＲＤ）タイプとしたもので
は、取付脚片６５のある門型状の支持片６２に仕切枠６３と複数のネジ６４とを備えたも
のからなり、ドロップ光ケーブルの支持線をネジで固定して、ドロップ光ケーブルに応力
が掛かっても把持具６１で受けて心線トレイ３２に悪影響を及ぼさないようにしている。
この場合、前記支持片６２を分割接続構造にすること（図１）で追加工事（ＳＯ工事）な
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どでは管路からのケーブル引き上げが容易になるようにすることもできる。また、縦型（
ＲＤ）タイプは、心線トレイが縦方向に固定されているため、トレイホルダーからトレイ
を引き出しても、ドロップ光ケーブルの応力はトレイに殆どかからない。
【００１１】
また図８に示すドロップ光ケーブル支持線把持具６１は、横型（ＯＤ）タイプとしたもの
で、支持片６２を段差をつけて複数並列し、ドロップ光ケーブルの支持線部ｅはネジ６４
で固定するものであって、ドロップ光ケーブルｆを仕切枠６３の下面を通して配線するよ
うにしてあるが、横型（ＯＤ）タイプは、心線トレイから出たドロップ光ケーブルが直角
方向にルート変更するためトレイホルダからトレイを引き出す際にトレイに負荷がかかり
変形しやすいので、このＯＤタイプでは心線トレイの近くに、図９に示す応力調整部６６
を付設し、トレイの引き出し時に引き出し量に応じる摺動片６７の移動でトレイの変形を
防ぐように配慮してある。
この応力調整部６６は、櫛歯状の摺動片６７を備え、ガイド溝６８に遊動自在にねじ止め
したものからなり、心線トレイを引き出して作業するときに摺動片６７も引き出して使用
する。例えば、心線トレイを引き出す際に摺動片６７からドロップ光ケーブルが外れると
、心線トレイのドロップテンションメンバ（ＤＴＭ）把持に負荷（テンション）が掛かり
、心線トレイを変形させたり白化させたり悪影響を及ぼすのでその欠点がなくなるように
してある。また、摺動片６７があるため、ドロップ光ケーブルを収納する心線トレイに異
常な応力が掛からないようにすることができる。
【００１２】
前記テープ心線収納部２としては、図１０に示すように、天板と両側板からなる箱形の収
納枠体２１ に底板２０を備えると共に、取付片２１を設けると共に、該収納枠体２１ の
両側板２２にガイド溝２３を間隔をおいて複数形成し、該ガイド溝２３に仕切板２２ を
嵌挿装備し、各段の仕切板２２ 上にソフトシート収納トレイ２３ を摺動自在に装入した
構成からなる。そして作業時には前記ソフトシート収納トレイ２３ を前方に摺動して引
き出し、外蓋となるフラップ片２４ を開けて心線の収納、撤去作業を行い、作業終了後
はソフトシート収納トレイ２３ を元に戻して収納保持できるようにしてある。（図１０
ａ）
【００１３】
即ち、テープ心線収納部２は、仕切板２２ が複数多段に設けてあり、その仕切板２２ 上
をスライドする案内がついた外蓋のフラップ片２４ のあるソフトシート収納トレイ２３ 
が摺動自在の構造となっている。しかもこのテープ心線収納部２は、最上段の両端から爪
状の突起２４が突出していて、ソフトシート収納トレイ２３ への収納作業時に外蓋のフ
ラップ片２４ を前記突起２４に引っ掛けておいて、そのトレイ内の各種作業が簡便に行
えて作業性向上を図った構成としてある。（図１０ｂ）
【００１４】
前記仕切板２２ としては、切溝２５を設けてあり、該切溝２５はソフトシート収納トレ
イ２３ を摺動した際に、トレイ２３ にある爪状のフラップストッパ２９が切溝２５に沿
って差し込み挿入し、摺動してトレイ２３ の出し入れの脱落防止機能をはたす構成とな
っている。
また、仕切板２２ の両端が折り曲げてあるのもトレイ２３ のスライド案内となるように
してある。
そして、テープ心線収納部２において、接続部のある或いは接続部のない引き通し用テー
プ心線収納のほかに、保留テープ心線収納に用いられ、特に接続部のある場合はトレイの
中で固定せずに自由度を持たせて、なおかつ、曲率半径を十分に確保して接続部や心線余
長の収納を確実にできる。また、前記仕切板２２ 上にソフトシート収納トレイ２３ を引
き出した時に、脱落防止のストッパ機能をフラップ片２４ ではたらかせてもよい。
【００１５】
なお、前記ソフトシート収納トレイ２３ としては、図１１に示すように、四辺を有する
底片と各四辺に折曲線２５ を介して側片２６ を形成し、該側片２６に折曲線を介してフ
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ラップ片２４ を連設すると共に、対向する一対のフラップ片２４ の重合部分に差込舌片
２６と、該差込舌片２６を挿入する係止切込線２７を備えた折畳みトレイとし、また、テ
ープ心線の曲率を保つために前記底片にガイド舌片２８と前記仕切板２２ の切溝２５に
差込挿入する一対の爪状のフラップストッパ２９とを形成してテープ心線の整とんが容易
にできるようにしてある。
【００１６】
なお、前記キャビネット本体４内では、保留心線収納トレイ４０を設けて配線作業を簡便
にできるようにしてあり、またキャビネット本体４が、地上設置成端キャビネットとして
用いられるときには、図１及び図２に示すように地中のケーブル配管ｄから導入或いは導
出されるケーブルのために管閉塞栓７０が設けられる。
この管閉塞栓７０は、ケーブル毎に導入口を設けると、配線の自由度が低いので、図１２
の例のように、両端に管外周に沿う折曲端があり管口に橋絡する支板７１の一対を十文字
状に支軸７２で回動自在に軸着し、該支板７１に突設したピン７３にスリット７４を介し
て、金属板の遮蔽板７５を４枚円形状に並列して管口を閉塞できるようにしてあって、こ
の遮蔽板７５を適宜取り除いて、開口した部分（隙間）にケーブルを自由に配線し、配線
しない部分は遮蔽板７５を残して蓋をした状態に維持して用いられる。この場合、配線し
たケーブルの周囲は粘土などの詰め物で支板７１間を埋め込み防塵、防風並びに防水に役
立ててあって、かつ前記支板７１を支軸７２を中心に円周方向に回転できるようにしてあ
るので、配線の自由度が高く、しかも布設作業がしやすく、低コストで管閉作業が行える
ようになっている。
【００１７】
さらに、前記メタルケーブルａの心線接続部１は、図１３に示すようにメタルの心線接続
したコネクタ部をまとめてコネクタケース４１に入れ、該コネクタケース４１をベルト４
２とバックル４３によってベース板４７に設けた固定金具４４に着脱自在に抱持する形態
としてあるが、コネクタケース４１をベルトによってハンガーを介して支持ポールの固定
金具に吊下する形態とすることもできる。
【００１８】
また前記心線接続余長収納部３の心線トレイ３２は、各種の形態のものを用いられるが、
一例として示すと、複数重合状態でそれぞれヒンジ部３４ によって開閉自在に連結され
て一組とし、テープ心線から分岐した単心ごとにコネクタと心線余長とを個別に一括収納
できる心線トレイ３２に構成されたものを用い、該心線トレイ３２を複数枚前記キャビネ
ット４内に設けたトレイホルダー３０に挿脱自在に嵌装してある。
そして、この心線トレイ３２は、合成樹脂により一体成形された成形品から構成したもの
であり、図１４に示すように、略長方形状の外形を有し、内面側が同一形状に形成された
もので、光ケーブルｂの心線導出入部３１ と心線の接続用コネクタが収納保持されるコ
ネクタ収納部３２ と、該コネクタ収納部３２ に保持された接続用コネクタから導出され
る心線余長を引き廻し、ループ状に巻回させて保持する心線余長収納部３３ とをガイド
リブ１４により区画して備え、心線押え片１５のある略長方形のトレイを用いる。
【００１９】
前記キャビネット本体４内に配線ガイド４５のあるベース板４７を介して固着したトレイ
ホルダー３０、例えば棚状ケースを設け、該トレイホルダー３０に前記心線トレイ３２を
挿脱自在に備えてある。また前記配線ガイド４５によりメタルケーブルルートと光ケーブ
ルルートを明確に分け、光心線に影響を与えない構造となり、かつこの配線ガイドでより
一層安全な配線ルートが確保でき作業性や安全性がさらに向上できる。
【００２０】
また、前記心線トレイ３２の両サイドに形成した舌状の係止片１６のある心線導出入部３

１ には、分離スリットのある心線挿通孔を設けた弾性保持部材（図示せず）を圧入嵌合
して心線の支持を確実にしてあり、この弾性保持部材は心線径或いは心線数に応じた挿通
孔のあるものを選んで用いられる。
さらに、コネクタ収納部３２ 及び心線余長収納部３３ は、必要に応じガイドリブ及び側
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壁を選んで区画してもよいし、心線の浮きを阻止する心線押え片１５或いは係止爪を一体
成形して余長の心線や心線接続部となるコネクタを心線トレイ３２内に確実に保持できる
ようにするか、またコネクタ収納部３２ 或いは心線余長収納部３３ のみを区画した心線
トレイ３２を組合せて一つとした形態としてもよく、各心線トレイ３２毎に心線を分離整
理収納し、ケーブル挿入部からファイバ心線の曲げが極少で心線収納時のねじれをも防止
でき、安全かつ高密度収納で高信頼性が得られるようにする。
【００２１】
この場合、所望の心線トレイ３２をトレイホルダー３０から引き出せ、重ね合せ面を開く
ことができて、収納心線の接続配線作業が容易にできる。
【００２２】
さらに、心線トレイ３２の取り外しの際には、トレイホルダー３０の前方側に心線トレイ
３２をスライドさせると、係止爪部１９が外れ心線トレイ３２が前方に引き出せ簡単に外
すことができ、心線トレイ３２内の心線の点検、修理、接続の各作業が簡便に行うことが
できる。
【００２３】
なお、前記心線導出入部３１ は、片側に設けたシングルタイプに限らず両側に対に設け
、即ち四隅に設けたダブルタイプのものを用いることもできるし、しかも合成樹脂の射出
成形により、心線トレイ３２を略正方形、長方形の四角形または楕円形に形成されるので
、前記コネクタ収納部３２ に隣接される心線余長収納部３３ には所定間隔に配列される
心線押え片１５および蓋片で伝送特性に悪影響が及ばないように心線がなめらかに湾曲し
たループ状に巻回保持できるように配慮してある。
例えば、前記心線トレイ３２には曲率半径３０ｍｍ以上を確保して心線を取り回して収納
ができ、各種の接続部例えば、融着補強スリーブ、メカニカルスプライス、ＭＴコネクタ
などの収納可能であって、心線トレイ３２を複数並列或いは多段に積層し、各心線トレイ
単位で開閉或いは脱着可能に設け、心線余長と心線接続部を一括収納できる。
この場合は、心線トレイ３２の一つは接続部は固定しない構造として心線余長の吸収に自
由度を持たせることもできるし、一つのトレイに４０心線分（４心テープ１０本分）の収
納が可能で識別ホルダーを用いれば、２０心単位の心線識別が可能の形態とすることもで
きる。また、地上設置用キャビネットでは、ドロップ光ケーブルの心線トレイ３２でのテ
ープ接続部は収納しないが、適宜選んだ形態にすることができる。
【００２４】
なお、前記心線導出入部３１ の一方側から心線を入れて心線余長収納部３３ に収納する
場合、心線の巻回の仕方によって、両方の心線導出入部３１ のいずれの側にも出すこと
もできる。
以上のように、いずれかの心線導出入部３１ から心線を心線トレイ３２内に入れること
ができ、かつ心線の曲率を小さくすることなく（過負荷を加えることなく）、入口側とな
った心線導出入部３１ と同一の又は異なる心線導出入部３１ を出口側として出すことが
できる。これにより、心線の出入口側を自由に選んで、キャビネット本体４内での心線の
配線の便宜を図ることができる。
【００２５】
ここで、心線導出入部３１ には、貫通穴が形成されたスポンジゴム等の弾性変形可能な
弾性保持部材が設けられ、心線は、この貫通穴を通って心線トレイ３２内に入り、かつ心
線トレイ３２外に出る。この心線支持用の弾性保持部材は係止片１６により保持される。
このように弾性保持部材を心線導出入部３１ に介在させれば、心線が心線導出入部３１ 
を通るときに、心線がトレイ本体に擦れることや、或いは引張衝撃等を確実に防止するこ
とができる。
【００２６】
以上の構成からなる心線トレイ３２において、心線はいずれか一方の第１出入口の心線導
出入部３１ から入ると、ガイドリブ１４の間の心線通路を通るとともに、心線押さえ用
の係止片１５により押さえられ、いずれかの心線余長収納部３３ 内に入る。心線が心線
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余長収納部３３ 内に入るときは、ガイドリブ１４で形成された出入口を通る。そして、
心線は前記係止片１５によって押さえられると共に、環状ガイドリブ１４１　の回りを巻
回され、かつコネクタ収納部３２ の差込ガイドリブに取り付けられたコネクタに接続さ
れると共に、コネクタから出る心線は、その心線余長収納部３３ を通って、他方の心線
導出入部３１ からケース外部に出る。
なお、前記心線を押える前記係止片１５は、必要に応じ２本以下に分けて、例えば１／２
或いは２／３，１／３の位置などに振り分けて突設し、心線を通する際に上側の係止片と
下側の係止片とに分けて通過させるようにし、増設時での配線に各心線の干渉をなくした
安全な配線ができるようにすることが考慮されている。
【００２７】
そして、この心線トレイ３２，３２をヒンジ部３４ で連結した形態としたものを重ね合
わせたものとしてキャビネット本体４内のトレイホルダー３０に順次実装され、この配列
には、係合用の係止ノブ３５ 側が前方側となるようにしバンドで固定化される。
この場合、一つの心線導出入部３１ から心線を入れ接続部を前記コネクタ収納部３３ に
保持し、中央の環状ガイドリブ１４１　に巻回して同じ心線導出入部３１ から取出て配
線したり或いは一方の心線導出入部３１ から心線を入れ接続部を保持し心線余長を心線
余長収納部３３ に取り廻しして他方の心線導出入部３１ から取り出す配線形態とするこ
とが、各心線トレイ３２ごとに行ってキャビネット本体４内で整理することができる。
【００２８】
図１５及び図１６の実施態様では、キャビネット本体４内で配線ガイド４５のあるベース
板４７を介して、ドロップ心線収納部３の心線トレイ３２が心線取出方向を上面にする方
向で水平に装着され、心線接続部のコネクタと心線余長とを一括収納できる構成としたも
ので、テープ心線収納部２との関係では、左右に並列した配線形態として、心線の配線の
便宜を図るようにしてある。
【００２９】
【発明の効果】
　本発明は、メタルケーブルのメタル心線接続部と、キャビネット本体に導入された光ケ
ーブルからのテープ心線とキャビネット本体から導出される光ケーブルからのテープ心線
とを接続すると共にその余長を収納するテープ心線収納部と、キャビネット本体に導入さ
れた光ケーブルから分岐された光ファイバ心線とキャビネット本体から導出されるドロッ
プ光ケーブルからの光ファイバ心線とを接続すると共にその余長を収納する心線接続余長
収納部とを備えたキャビネットにおいて、キャビネット本体内に導入されて前記メタル心
線接続部へと至るメタルケーブルを保持するメタルケーブル把持部と、キャビネット本体
内に導入されてテープ心線収納部及び心線接続余長収納部へと至る光ケーブルのテンショ
ンメンバを保持する光ケーブル把持部とを設けたものであって、前記テープ心線収納部は
、仕切板を複数多段に間隔をあけて収納枠体に配備され、該仕切板上に開閉自在の外蓋の
あるソフトシート収納トレイを摺動自在に配備した構成からなり、心線トレイをキャビネ
ット本体内に設けたトレイホルダーに挿脱自在に嵌装してなることで、心線トレイの係脱
が簡便にできて、メタルケーブルや光ケーブルの併用して簡単に配線することができ、し
かも光ケーブルの引き落しの際に複数の心線トレイは心線導出入部より光ケーブルの伝送
特性に悪影響を与えることなく、光ケーブルの接続や切り替え或いは分岐接続作業や再収
納作業が容易に実施でき、複数接続単位で複層化とした高密度収納構造によって、テープ
心線ごとの収納や整理のほか心線ごとの増減が簡単にでき増設も楽で、きわめてコンパク
トに接続部を安全に収納することができるので、心線接続作業後に任意の心線トレイを開
いて収納されている光ファイバ心線を迅速に引き落すことができ、心線識別も容易で接続
部の再調整や修理など簡単に行うことができ、作業性を大幅に向上すると共に、各心線ト
レイを必要なだけ複数に積み重ねることができると共に、多段に積み重ねられた収納トレ
イ全体を的確に保持できて安全性も高められる。
【００３０】
また本発明によれば、引き落し心線余長の収納が収まり良くできるし、心線の巻回収納に
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も余裕があり、しかも心線の保持も緩衝的に行なわれているので、心線に弛みが生じない
し、各心線トレイを展開しても収納した光ファイバの余長部の長さの変化が少ないので、
光ファイバの余長部の長さの変化が少なく、光ファイバ心線に無理な屈曲や小円弧が発生
することなく光損失をなくして伝送特性を良好に保ことができる。
【００３１】
さらに、本発明によれば、心線の分岐、引込の際に心線トレイへの心線導出入の自由度が
あって作業上、心線接続部へのアクセスが簡便化でき、管理や組立分解作業も容易に行な
え、かつ高密度・高信頼性が得られる。殊に、必要なだけ多段に積み重ねた心線トレイ同
士が外れたりずれたりすることなく、簡単確実に結合されて識別容易な心線接続部を持っ
たキャビネットとして安全性を大幅に高められ、心線余長収納での高信頼性がえられるし
、心線トレイ相互間をネジ止め等することなく脱着でき取扱いも著しく容易化でき、かつ
コンパクト化が図れる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は本発明の実施例の一使用状態を示し、扉を開けて内部を示す正面図である
。
【図２】図１の例の縦断面図である。
【図３】図１の例で用いられるテープ心線収納部を設けるベース板の正面図である。
【図４】本発明で用いられるケーブル把持部を示し、（ａ）はその平面図、（ｂ）はその
側面図、（ｃ）はその背面図である。
【図５】本発明で用いられるテンションメンバ把持部を示し、（ａ）はその正面図、（ｂ
）はその側面図、（ｃ）はその平面図である。
【図６】図５の例の一使用状態を示し、（ａ）は配線前の把持部の斜視図、（ｂ）はその
配線後の把持部の斜視図である。
【図７】本発明の実施例で用いられるドロップケーブル支持線把持具のＲＤタイプの斜視
図である。
【図８】ドロップケーブル支持線把持具の他の例でＯＤタイプを示し、（ａ）は斜視図、
（ｂ）はＥ－Ｅ線における拡大縦断面図、（ｃ）は使用状態の一部の斜視図である。
【図９】本発明の実施例で用いられる張力調整部の斜視図である。
【図１０】図１の例で用いられるテープ心線収納部を示し、（ａ）はその展開分離斜視図
（ｂ）はソフトシート収納トレイを引き出しフラップ片（外蓋）を開けた使用状態の斜視
図である。
【図１１】図１０の例のソフトシート収納トレイを示し、（ａ）はその展開平面図、（ｂ
）はその折畳状態の平面図、（ｃ）はその側面図である。
【図１２】本発明で用いられる管内塞栓を示し、（ａ）はその分離状態の斜視図、（ｂ）
はその使用状態の斜視図である。
【図１３】本発明で用いられるコネクタケースハンガーを示し、（ａ）はその正面図、（
ｂ）はその平面図、（ｃ）はその一使用状態を示す正面図である。
【図１４】本発明で用いられる心線接続余長収納部の心線トレイの一例を示し、（ａ）は
その平面図、（ｂ）はその底面図である。
【図１５】本発明の例の他の使用状態を示し、扉を開けて内部を示す正面図部ある。
【図１６】図１５の例で用いられるベース板の正面図である。
【符号の説明】
ａ　　メタルケーブル
ｂ　　光ケーブル
ｃ　　テンションメンバー
１　　メタル心線接続部
２　　テープ心線収納部
２１ 　収納枠体
２２ 　仕切板
２３ 　ソフトシート収納トレイ
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２４ 　フラップ片
３　　心線接続余長収納部
３１　 心線導出入部
３２　 コネクタ収納部
３３ 　心線余長収納部
３４ 　ヒンジ部
４　　キャビネット本体
５　　メタルケーブル把持部
６　　心線ホルダー
７　　爪片
８　　締め付けネジ
１０　　固定ネジ
１１　　案内孔
１１１ 　案内溝
１１２ 　貫通孔
１２　　光ケーブル把持部
１２１ 　取付部
１３　　締め付けネジ
１４　　ガイドリブ
１５　　心線押え片
１６　　係止片
２０　　底板
２１　　取付片
３０　　トレイホルダー
３２　　心線トレイ
４０　　保留心線収納トレイ
４１　　コネクターケース
４２　　ベルト
４４　　固定金具
４７　　ベース板
５０　　光・メタル共用把持部
６１　　ドロップ光ケーブル支持線把持具
６３　　仕切枠
６４　　ネジ
７０　　管閉塞栓
７１　　支板
７２　　支軸
７３　　ピン
７４　　スリット
７５　　遮蔽板
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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