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(57)【要約】
【課題】小型で取扱いが容易なスプリッタモジュールを
提供することを目的とする。
【解決手段】スプリッタモジュール１は、光スプリッタ
Ｓと、光ファイバ心線Ｃにより光スプリッタＳと接続さ
れ一端に光コネクタが挿入される挿入口４１が形成され
た出力用ソケット４０を複数収容し、光ファイバ心線Ｃ
を内部に案内する案内口１２が形成されたソケット収容
箱２とを備えている。ソケット収容箱２は、複数の出力
用ソケット４０を収容する下部筐体１０と、下部筐体１
０の上面１０ｃに設けられ、複数の出力用ソケット４０
を収容する上部筐体２０と、下部筐体１０に取り付けら
れた固定部３０とを備えている。各出力用ソケット４０
は、その挿入口４１が固定部３０に対して接近又は離間
するように固定部３０に対して回動可能に取り付けられ
ている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力された光信号を分岐して出力する光スプリッタと、
　光ファイバ心線により該光スプリッタと接続され一端に光コネクタが挿入される挿入口
が形成された光ソケット又は光アダプタを複数収容し、該光ファイバ心線を内部に案内す
る案内口が形成された収容箱とを備え、
　前記収容箱が、
　複数の前記光ソケット又は光アダプタを収容する下部筐体と、
　前記下部筐体の上面に設けられ、複数の前記光ソケット又は光アダプタを収容する上部
筐体と、
　前記下部筐体に取り付けられた固定部と、
を備え、
　前記各光ソケット又は各光アダプタの挿入口が前記固定部に対して接近又は離間するよ
うに、該各光ソケット又は各光アダプタが該固定部に対して回動可能に取り付けられてい
る、
スプリッタモジュール。
【請求項２】
　前記下部筐体に収容された複数の光ソケット又は光アダプタが該下部筐体に対して回動
可能に取り付けられ、
　前記上部筐体が前記下部筐体に対して回動可能に取り付けられている、
請求項１に記載のスプリッタモジュール。
【請求項３】
　前記上部筐体に収容された複数の光ソケット又は光アダプタが該上部筐体に対して回動
可能に取り付けられている、
請求項２に記載のスプリッタモジュール。
【請求項４】
　前記下部筐体に収容された複数の光ソケット又は光アダプタが該下部筐体に対して回動
可能に取り付けられ、
　前記上部筐体に収容された複数の光ソケット又は光アダプタが該上部筐体に対して回動
可能に取り付けられている、
請求項１に記載のスプリッタモジュール。
【請求項５】
　前記下部筐体の上方から見たときに、該下部筐体に収容された複数の光ソケット又は光
アダプタが露出しており、
　前記上部筐体の上方から見たときに、該上部筐体に収容された複数の光ソケット又は光
アダプタが露出している、
請求項１～４のいずれか一項に記載のスプリッタモジュール。
【請求項６】
　前記上部筐体の上方から見たときに、前記下部筐体に収容された複数の光ソケット又は
光アダプタが該上部筐体よりも外方に突出している、
請求項１～５のいずれか一項に記載のスプリッタモジュール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光スプリッタを備えるスプリッタモジュールに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、光信号を分配するスプリッタモジュールが知られている（下記特許文献１参
照）。スプリッタモジュールは、集合住宅に設置された主配線盤（Main Distributing Fr
ame；ＭＤＦ）内に収容され、架空から引き落とされた光ケーブルを介して流れてきた光
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信号を各階に伝送される複数の光信号に分岐する役割を担っている。
【特許文献１】特開２００７－１２１３９８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上記特許文献１に記載されているようなスプリッタモジュールは既築の建物内の主配線
盤内に備え付けられることが多い。その場合、主配線盤内には既に他の機器やケーブルな
どが備え付けられているため、スプリッタモジュールを取り付けるためのスペースの確保
が難しく、またその際のモジュールの取扱いが困難な場合が多い。
【０００４】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、小型で取扱いが容易なスプ
リッタモジュールを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明のスプリッタモジュールは、入力された光信号を分岐して出力する光スプリッタ
と、光ファイバ心線により該光スプリッタと接続され一端に光コネクタが挿入される挿入
口が形成された光ソケット又は光アダプタを複数収容し、該光ファイバ心線を内部に案内
する案内口が形成された収容箱とを備え、収容箱が、複数の光ソケット又は光アダプタを
収容する下部筐体と、下部筐体の上面に設けられ、複数の光ソケット又は光アダプタを収
容する上部筐体と、下部筐体に取り付けられた固定部と、を備え、各光ソケット又は各光
アダプタの挿入口が固定部に対して接近又は離間するように、該各光ソケット又は各光ア
ダプタが該固定部に対して回動可能に取り付けられている。
【０００６】
　このようなスプリッタモジュールによれば、光ソケット又は光アダプタ（以下では「光
ソケット等」という）を収容する筐体が上下二段に配置されているので、取り付けに必要
な面積を小さくできる。また、光スプリッタが収容箱の外部に出されているので、その収
容箱を小型化できると共に光スプリッタ及び収容箱を配線盤内に柔軟に配置できる。また
、光ソケット等の挿入口が固定部に対して接近又は離間するように光ソケット等が取り付
けられているので、その挿入口を固定部から離間させた状態（挿入口を上方に移動させた
状態）で光ソケット等に対して光コネクタを着脱でき、スプリッタモジュールに対する光
コネクタの着脱が容易になる。したがって、スプリッタモジュールの小型化を実現できる
と共に、その取り扱いが容易になる。
【０００７】
　本発明のスプリッタモジュールでは、下部筐体に収容された複数の光ソケット又は光ア
ダプタが該下部筐体に対して回動可能に取り付けられ、上部筐体が下部筐体に対して回動
可能に取り付けられていることが好ましい。
【０００８】
　この場合、下部筐体に収容された光ソケット等（以下では「下部の光ソケット等」とも
いう）が下部筐体に対して回動可能に取り付けられているので、下部の光ソケット等の挿
入口を上方に移動して光コネクタを着脱できる。また、上部筐体が下部筐体に対して回動
可能に取り付けられているので、上部筐体を回動することでそれに収容された光ソケット
等（以下では「上部の光ソケット等」ともいう）の挿入口を上方に移動して光コネクタを
着脱できる。したがって、スプリッタモジュールに対する光コネクタの着脱が容易になる
。
【０００９】
　本発明のスプリッタモジュールでは、上部筐体に収容された複数の光ソケット又は光ア
ダプタが該上部筐体に対して回動可能に取り付けられていることが好ましい。
【００１０】
　この場合、上部の光ソケット等が上部筐体に対して回動可能に取り付けられているので
、上部の光ソケット等の挿入口を上方に移動して光コネクタを着脱できる。したがって、
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スプリッタモジュールに対する光コネクタの着脱が容易になる。
【００１１】
　本発明のスプリッタモジュールでは、下部筐体に収容された複数の光ソケット又は光ア
ダプタが該下部筐体に対して回動可能に取り付けられ、上部筐体に収容された複数の光ソ
ケット又は光アダプタが該上部筐体に対して回動可能に取り付けられていることが好まし
い。
【００１２】
　この場合、下部の光ソケット等が下部筐体に対して回動可能に取り付けられているので
、下部の光ソケット等の挿入口を上方に移動して光コネクタを着脱できる。また、上部の
光ソケット等が上部筐体に対して回動可能に取り付けられているので、上部の光ソケット
等の挿入口を上方に移動して光コネクタを着脱できる。したがって、スプリッタモジュー
ルに対する光コネクタの着脱が容易になる。
【００１３】
　本発明のスプリッタモジュールでは、下部筐体の上方から見たときに、該下部筐体に収
容された複数の光ソケット又は光アダプタが露出しており、上部筐体の上方から見たとき
に、該上部筐体に収容された複数の光ソケット又は光アダプタが露出していることが好ま
しい。
【００１４】
　この場合、各筐体に収容された光ソケット等の上部が筐体から露出しているので、スプ
リッタモジュール（収容箱）の上方から直接光ソケット等を取り扱うことが可能になる。
【００１５】
　本発明のスプリッタモジュールでは、上部筐体の上方から見たときに、下部筐体に収容
された複数の光ソケット又は光アダプタが該上部筐体よりも外方に突出していることが好
ましい。
【００１６】
　この場合、下部筐体に収容された光ソケット等が上部筐体で覆われないので、上部筐体
を動かすことなく下部筐体内の光ソケット等をより容易に取り扱うことができる。
【発明の効果】
【００１７】
　このようなスプリッタモジュールによれば、光ソケット等を収容する筐体を上下二段に
配置すると共に、光ソケット等の挿入口が固定部に対して接近又は離間するように光ソケ
ット等が取り付けられているので、モジュールの小型化を実現できると共に、その取り扱
いが容易になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、添付図面を参照しながら本発明の実施形態を詳細に説明する。なお、図面の説明
において同一又は同等の要素には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。
【００１９】
　図１は実施形態に係るスプリッタモジュールの斜視図である。図２～４は、図１に示す
ソケット収容箱の斜視図である。図５は図２に示す下部筐体の平面図である。図６は図２
に示す出力用ソケット（光ソケット）を下方から見た斜視図である。
【００２０】
　スプリッタモジュール１は、光スプリッタＳと、複数の光ソケットを収容する４個のソ
ケット収容箱２とを備えている。光スプリッタＳとソケット収容箱２内の各光ソケットと
は光ファイバ心線Ｃにより接続されている。なお、露出させる光ファイバ心線Ｃの長さは
任意に決定してよい。
【００２１】
　光スプリッタＳは、光信号を３２分岐して出力する光学部品である。光スプリッタＳの
一端（これを後端とする）には光コネクタが挿入される挿入口Ｓａが設けられており、他
端（前端）には分岐された光信号を伝送する３２本の光ファイバ心線Ｃが取り付けられて
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いる。なお、図１では、描画を簡単にするために８本の光ファイバ心線Ｃを一つの線で示
している。
【００２２】
　ソケット収容箱２は、後述する出力用ソケット（光ソケット）４０を収容するための筐
体である。ソケット収容箱２は下部筐体１０、上部筐体２０及び固定部３０を備えており
、全体として略直方体形状を成している。ソケット収容箱２の長さ、幅及び高さはそれぞ
れ８０ｍｍ、３９．５ｍｍ、２９．１ｍｍである。もっとも、ソケット収容箱２の大きさ
はこれに限定されない。
【００２３】
　下部筐体１０は略直方体形状を成している。下部筐体１０の長手方向の一端部（以下で
は「後端部」という）は上方に突出しており凸部１１を形成しているので、下部筐体１０
の長手方向に沿った断面はＬ字状を成している。下部筐体１０の内部には、出力用ソケッ
ト４０を収容するための空間（内部空間）が形成されている。下部筐体１０の前端面１０
ｂ、その前端面１０ｂに連続する上面１０ｃの前端部付近（図４参照）、及び凸部１１の
前端面は開口している。
【００２４】
　下部筐体１０の両側面１０ｄには、下部筐体１０の上下方向に沿ったネジ穴３１が形成
された略半円状の固定部３０が、下部筐体１０の前端部及び後端部付近に、下部筐体１０
の底面と連続するように設けられている。下部筐体１０の後端面１０ａには８本の光ファ
イバ心線Ｃを内部に案内する案内口１２が形成されている（図３参照）。凸部１１の上面
１１ａの前端部には、幅方向に沿って延びる棒状部材１３が取り付けられている。
【００２５】
　図５に示すように、下部筐体１０の内部空間の前端部付近には、光コネクタを挿入して
固定するための４個の光ソケット（以下「出力用ソケット」という）４０が下部筐体１０
の幅方向に並んで収容されている。このとき、出力用ソケット４０は、その前端面４０ｂ
が下部筐体１０の前端面１０ｂと略一致するように取り付けられている。そのため、下部
筐体１０の上方から見ると、出力用ソケット４０が下部筐体１０から露出している。
【００２６】
　図６を用いて、出力用ソケット４０の構成を説明する。下部筐体１０に収容された４個
の出力用ソケット４０は一体化している。各出力用ソケットは略直方体形状を成しており
、その前端面４０ｂには光コネクタを挿入するための挿入口４１が形成されている。図１
～５では、出力用ソケット４０の挿入口４１はキャップ４９で覆われているが、光コネク
タを出力用ソケット４０に挿入する際にはそのキャップ４９は取り外される。４個の出力
用ソケット４０のうち外側に位置する２個のものの下面４０ｃには、出力用ソケット４０
を下部筐体１０に対して回動可能に取り付けるためのフック部４２と、突起部４３と、出
力用ソケット４０を下部筐体１０に固定するための爪部４４とが設けられている。
【００２７】
　フック部４２は、出力用ソケット４０の下面４０ｃの後端部付近に設けられている。フ
ック部４２は出力用ソケット４０の幅方向に延びており、その断面は下方（図６における
上方）に開口したＣ字状を成している。突起部４３はフック部４２の後方に設けられてお
り、出力用ソケット４０の幅方向に延びている。突起部４３の高さはフック部４２の高さ
よりも小さい。爪部４４は、出力用ソケット４０の下面４０ｃの中央部よりも前方に設け
られている。爪部４４は出力用ソケット４０の幅方向に延びており、出力用ソケット４０
の前方に向けてＬ字状に屈曲するように形成されている。
【００２８】
　４個の出力用ソケット４０は、下部筐体１０の床面にその幅方向に沿って設けられた棒
状部材（図示せず）とフック部４２とが係合することで、下部筐体１０に対して回動可能
に取り付けられる。もっとも、突起部４３が設けられているのでその回動は一定範囲に制
限される。また、４個の出力用ソケット４０は、下部筐体１０の床面に設けられた断面逆
Ｌ字状の爪部（図示せず）と爪部４４とが係合することで下部筐体１０に固定される。
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【００２９】
　上部筐体２０は略直方体形状を成しており、下部筐体１０の上面１０ｃ及び凸部１１の
前端面と接するように設けられている。上部筐体２０の上面２０ａの後端部にはフック２
１が取り付けられている。フック２１は上部筐体２０の幅方向に延びており、その断面は
下方に開口したＣ字状を成している。上部筐体２０と下部筐体１０とは、このフック２１
と上述した棒状部材１３とが係合することで接続されており、これにより上部筐体２０は
下部筐体１０及び固定部３０に対して回動可能に取り付けられている。
【００３０】
　上部筐体２０の上面２０ａは、後端部付近では凸部１１の上面１１ａと連続しているが
、長手方向の中央部及び前端部においては後端部に対して隆起している。上部筐体２０の
前端面２０ｂは下部筐体１０の前端面１０ｂよりも後方に位置している。その結果、上部
筐体２０の上方からソケット収容箱２を見ると、下部筐体１０に収容された複数の出力用
ソケット４０が上部筐体２０よりも外方（前方）に突出している。
【００３１】
　上部筐体２０の内部には出力用ソケット４０を収容するための空間（内部空間）が形成
されている。上部筐体２０の前端面２０ｂ、その前端面２０ｂに連続する上面２０ａの前
端部付近、及び後端面は開口している。したがって、凸部の前端面と上部筐体２０の後端
面とは連通している。
【００３２】
　上部筐体２０の内部空間の前端部付近には、４個の出力用ソケット４０が上部筐体２０
の幅方向に並んで収容されている。このとき、出力用ソケット４０は、その前端面４０ｂ
が上部筐体２０の前端面２０ｂと略一致するように取り付けられている。そのため、上部
筐体２０の上方から見ると、出力用ソケット４０が上部筐体２０から露出している。上部
筐体２０に収容された４個の出力用ソケット４０は一体化しており、その構成は下部筐体
１０に収容されたものと同様である（図６参照）。また、上部筐体２０への出力用ソケッ
ト４０の取付方法も、下部筐体１０に対する取付方法と同様である。
【００３３】
　案内口１２を通って下部筐体１０に入った光ファイバ心線Ｃは、出力用ソケット４０の
後端部４０ａに接続されている。下部筐体１０内の出力用ソケット４０に接続する光ファ
イバ心線Ｃは、例えば図５に示すように下部筐体１０内に収容される。上部筐体２０内の
出力用ソケット４０に接続する光ファイバ心線Ｃは、凸部１１の前端面及び上部筐体２０
の後端面を通って下部筐体１０から上部筐体２０に入っている。
【００３４】
　以上説明したように、本実施形態によれば、出力用ソケット４０を収容する筐体が上下
二段に配置されているので、取り付けに必要な面積を小さくできる。また、光スプリッタ
Ｓがソケット収容箱２の外部に出されているので、ソケット収容箱２を小型化できると共
に光スプリッタＳ及びソケット収容箱２を配線盤内に柔軟に配置できる。また、出力用ソ
ケット４０の挿入口４１が固定部３０に対して接近又は離間するように出力用ソケット４
０が取り付けられているので、その挿入口４１を固定部３０から離間させた状態（挿入口
４１を上方に移動させた状態）で出力用ソケット４０に対して光コネクタを着脱でき、ス
プリッタモジュール１に対する光コネクタの着脱が容易になる。したがって、スプリッタ
モジュール１の小型化を実現できると共に、その取り扱いが容易になる。
【００３５】
　特に、本実施形態では、下部筐体１０に収容された出力用ソケット４０が下部筐体１０
に対して回動可能に取り付けられているので、その出力用ソケット４０の挿入口４１を上
方に移動して光コネクタを着脱できる（図４参照）。また、上部筐体２０が下部筐体１０
に対して回動可能に取り付けられているので、上部筐体２０を回動することでそれに収容
された出力用ソケット４０の挿入口４１を上方に移動して光コネクタを着脱できる（図４
参照）。更に、上部筐体２０に収容された出力用ソケット４０が上部筐体２０に対して回
動可能であるので、上部筐体２０を回動しなくてもその出力用ソケット４０に対して光コ
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ネクタを容易に着脱できる。
【００３６】
　また、本実施形態によれば、下部筐体１０及び上部筐体２０に収容された出力用ソケッ
ト４０の上部がそれらの筐体から露出しているので、ソケット収容箱２の上方から直接出
力用ソケット４０を取り扱うことが可能である。
【００３７】
　また、本実施形態によれば、下部筐体１０に収容された出力用ソケット４０が上部筐体
２０で覆われないので、上部筐体２０を動かすことなく下部筐体１０内の出力用ソケット
４０をより容易に取り扱うことができる。
【００３８】
　以上、本発明をその実施形態に基づいて詳細に説明した。しかし、本発明は上記実施形
態に限定されるものではない。本発明は、その要旨を逸脱しない範囲で以下のような様々
な変形が可能である。
【００３９】
　上記実施形態では上部筐体２０を下部筐体１０に対して回動可能に取り付けると共に、
上部筐体２０内の出力用ソケット４０を上部筐体２０に対して回動可能に取り付けたが、
これらのうちどちらか一方のみの手法を採用してもよい。例えば、上部筐体を下部筐体に
対して回動可能に取り付ければ、上部筐体内の出力用ソケットを上部筐体に完全に固定し
てもよい。
【００４０】
　上部筐体を下部筐体に対して回動可能に取り付けた場合には、上部筐体が下部筐体に対
して傾斜した状態を維持するための固定手段を収容箱に設けてもよい。この場合、筐体の
傾斜状態を維持できるので、光コネクタをより簡単に着脱できる。
【００４１】
　また、下部筐体を回動させるようにスプリッタモジュールを構成してもよい。例えば、
上面が下部筐体の下面と同じ形状を有する台座部を備える固定部に下部筐体を回動可能に
取り付ければ、下部筐体内の出力用ソケットの挿入口を上方に移動することで光コネクタ
を容易に着脱できる。
【００４２】
　上記実施形態では４個の出力用ソケット４０を一体化させたが、これに加えて各ソケッ
トの内壁を取り除くことでスプリッタモジュールの幅をより短くしてもよい。もちろん、
出力用ソケットを一体化させず、各出力用ソケットに上記フック部４２、突起部４３、爪
部４４に相当する要素を取り付けてもよい。
【００４３】
　出力用ソケットを上部筐体あるいは下部筐体に回動可能に取り付けるための手段は上述
したフック部４２に限定されない。例えば、幅方向に突出した円筒状の軸部材４５を備え
た出力用ソケット４０ｐを用いてもよいし（図７参照）、幅方向に形成された円筒状の軸
穴４６を備えた出力用ソケット４０ｑを用いてもよい（図８参照）。出力用ソケット４０
ｐを用いる場合には、筐体の側面に対応する内壁に軸部材４５を挿し込むための軸穴を設
ければよいし、出力用ソケット４０ｑを用いる場合には、軸穴４６に挿し込む軸部材をそ
の内壁に設ければよい。
【００４４】
　出力用ソケットを上部筐体あるいは下部筐体に回動可能に取り付けた場合には、出力用
ソケットが筐体に対して傾斜した状態を維持するための固定手段をスプリッタモジュール
（収容箱）に設けてもよい。この場合、出力用ソケットの傾斜状態を維持できるので、光
コネクタをより簡単に着脱できる。
【００４５】
　上記実施形態では８個の出力用ソケット４０を収容した４個のソケット収容箱２と、３
２分岐の光スプリッタＳとを用いたが、収容箱に収容する出力用ソケットの数や用いる収
容箱の数、あるいは光スプリッタの種類はこれに限定されない。例えば、ソケット収容箱



(8) JP 2009-258179 A 2009.11.5

10

20

30

２と同様の収容箱と８分岐の光スプリッタとを組み合わせてスプリッタモジュールを構成
してもよい。また、下部筐体及び上部筐体に出力用ソケットが１６個ずつ並んだ１個の収
容箱２ａ（図９（ａ）参照）と、３２分岐の光スプリッタとを組み合わせてスプリッタモ
ジュールを構成してもよい。収容箱２ａでは、上部筐体は４個の出力用ソケットを収容す
る４個の筐体で構成されており、各筐体は独立して回動可能である（図９（ｂ）参照）。
【００４６】
　上記実施形態では、下部筐体１０に収容された複数の出力用ソケット４０を上部筐体２
０よりも前方に突出させたが、このような突出をさせるか否かは任意である。また、上記
実施形態では、下部筐体１０の上面１０ｃの一部と上部筐体２０の上面２０ａの一部とを
開口させたが、筐体の上面を開口させるか否かも任意である。
【００４７】
　また、収容箱の設置面積をより小さくするために、収容箱の後端部の角を面取りして曲
面にしてもよい。これにより、光ファイバコードや光ケーブル等が収容箱の角に引っ掛か
って断線するおそれを低減できる。
【００４８】
　上記実施形態では、ソケット収容箱２は光ソケットを収容したが、光ソケットに代えて
光アダプタを収容してもよい。例えば、ＳＣコネクタ等と嵌合する光アダプタを収容する
スプリッタモジュール（収容箱）に本発明を適用することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】実施形態に係るスプリッタモジュールを前方から見た斜視図である。
【図２】図１に示すソケット収容箱を前方から見た斜視図である。
【図３】図２に示すソケット収容箱を後方から見た斜視図である。
【図４】図２に示す上部筐体を回動させた状態を示す斜視図である。
【図５】図２に示す下部筐体の平面図である。
【図６】図２に示す出力用ソケットを下方から見た斜視図である。
【図７】変形例に係る出力用ソケットを下方から見た斜視図である。
【図８】変形例に係る出力用ソケットを下方から見た斜視図である。
【図９】（ａ），（ｂ）は、変形例に係るソケット収容箱の斜視図である。
【符号の説明】
【００５０】
　１…スプリッタモジュール、２，２ａ…ソケット収容箱、１０…下部筐体、１０ｃ…下
部筐体の上面、１２…案内口、１３…棒状部材、２０…上部筐体、２１…フック、３０…
固定部、４０，４０ｐ，４０ｑ…出力用ソケット（光ソケット）、４１…挿入口、４２…
フック部、４３…突起部、４４…爪部、４５…軸部材、４６…軸穴、Ｃ１，Ｃ２…光ファ
イバ心線、Ｓ…光スプリッタ。
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