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(57)【要約】
　高接続密度及び高帯域幅光ファイバ装置及び関連機器
並びに方法が開示される。或る特定の実施形態では、１
つ又は２つ以上のＵスペース光ファイバ機器ユニットを
構成するシャーシを有する光ファイバ装置が開示される
。１つ又は２つ以上のＵスペース光ファイバ機器ユニッ
トのうちの少なくとも１つは、所与の１‐Ｕスペース内
に特定の光ファイバ接続密度及び帯域幅をサポートする
よう構成されるのが良い。光ファイバ接続密度及び帯域
幅は、１つ又は２つ以上の光ファイバコンポーネントに
よってサポート可能であり、このような光ファイバコン
ポーネントとしては、光ファイバアダプタ及び光ファイ
バコネクタが挙げられるが、これらには限定されず、ま
た、シンプレックス、デュプレックス及び他の多心光フ
ァイバコンポーネントが挙げられるが、これらには限定
されない。光ファイバコンポーネントは又、光ファイバ
モジュール、光ファイバパッチパネル又は他形式の光フ
ァイバ機器内に配置可能である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光ファイバ装置であって、
　シャーシを有し、
　前記シャーシは、少なくとも１つのシンプレックス光ファイバコンポーネント又はデュ
プレックス光ファイバコンポーネントの使用に基づいて、１Ｕスペース当たり少なくとも
９８個の光ファイバ接続部、１Ｕスペース当たり少なくとも１２０個の光ファイバ接続部
及び１Ｕスペース当たり１４４個の光ファイバ接続部のうちの１つの光ファイバ接続部密
度をサポートするよう構成されている、光ファイバ装置。
【請求項２】
　前記少なくとも１つのシンプレックス光ファイバコンポーネント又はデュプレックス光
ファイバコンポーネントは、少なくとも１つのシンプレックス光ファイバコネクタ若しく
はデュプレックス光ファイバコネクタ又は少なくとも１つのシンプレックス光ファイバア
ダプタ若しくはデュプレックス光ファイバアダプタで構成されている、請求項１記載の光
ファイバ装置。
【請求項３】
　光ファイバ装置であって、
　シャーシを有し、
　前記シャーシは、少なくとも１つの多心コンポーネントの使用に基づいて、１Ｕスペー
ス当たり少なくとも４３４個の光ファイバ接続部、１Ｕスペース当たり少なくとも５７６
個の光ファイバ接続部、１Ｕスペース当たり少なくとも８６６個の光ファイバ接続部及び
１Ｕスペース当たり少なくとも１１５２個の光ファイバ接続部のうちの１つの光ファイバ
接続部密度をサポートするよう構成されている、光ファイバ装置。
【請求項４】
　前記少なくとも１つの多心コンポーネントは、少なくとも１つの１２心コネクタ又は少
なくとも１つの１２心アダプタで構成されている、請求項３記載の光ファイバ装置。
【請求項５】
　前記少なくとも１つの多心コンポーネントは、少なくとも１つの２４心コネクタ又は少
なくとも１つの２４心アダプタで構成されている、請求項３記載の光ファイバ装置。
【請求項６】
　前記少なくとも１つのシンプレックスコンポーネント、前記少なくとも１つのデュプレ
ックスコンポーネント又は前記少なくとも１つの多心コンポーネントは、少なくとも１つ
の光ファイバモジュール内に設けられている、請求項１又は３記載の光ファイバ装置。
【請求項７】
　前記シャーシは、前記シャーシ内に設けられた光ファイバ機器引き出し内に前記光ファ
イバ接続部密度をサポートするよう構成されている、請求項１又は３記載の光ファイバ装
置。
【請求項８】
　光ファイバ装置であって、
　シャーシを有し、
　前記シャーシは、少なくとも１つのシンプレックス光ファイバコンポーネント又は少な
くとも１つのデュプレックス光ファイバコンポーネントを使用して、１Ｕスペース当たり
毎秒少なくとも９６２ギガビット、１Ｕスペース当たり毎秒少なくとも１２００ギガビッ
ト及び１Ｕスペース当たり毎秒少なくとも１４４０ギガビットのうちの１つのフルデュプ
レックス接続帯域幅をサポートするよう構成されている、光ファイバ装置。
【請求項９】
　前記少なくとも１つのシンプレックス光ファイバコンポーネント又はデュプレックス光
ファイバコンポーネントは、少なくとも１つのシンプレックス光ファイバコネクタ若しく
はデュプレックス光ファイバコネクタ又は少なくとも１つのシンプレックス光ファイバア
ダプタ又はデュプレックス光ファイバアダプタで構成されている、請求項８記載の光ファ
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イバ装置。
【請求項１０】
　光ファイバ装置であって、
　シャーシを有し、
　前記シャーシは、少なくとも１つの多心コンポーネントを使用して、１Ｕスペース当た
り毎秒少なくとも４３２２ギガビット、１Ｕスペース当たり毎秒少なくとも４８００ギガ
ビット、１Ｕスペース当たり毎秒少なくとも５７６０ギガビット及び１Ｕスペース当たり
毎秒少なくとも８６４２ギガビットのうちの１つのフルデュプレックス接続帯域幅をサポ
ートするよう構成されている、光ファイバ装置。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つの多心コンポーネントは、少なくとも１つの１２心コネクタ又は少
なくとも１つの１２心アダプタで構成されている、請求項１０記載の光ファイバ装置。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つの多心コンポーネントは、少なくとも１つの２４心コネクタ又は少
なくとも１つの２４心アダプタで構成されている、請求項１０記載の光ファイバ装置。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つの多心コンポーネントは、少なくとも１つの光ファイバモジュール
内に設けられている、請求項８又は１０記載の光ファイバ装置。
【請求項１４】
　前記シャーシは、前記シャーシ内に設けられた光ファイバ機器引き出し内に前記フルデ
ュプレックス接続帯域幅をサポートする、請求項８又は１０記載の光ファイバ装置。
【請求項１５】
　各Ｕスペースは、高さが約１．７５インチ（４．４４５ｃｍ）である、請求項１、３、
８又は１０記載の光ファイバ装置。
【請求項１６】
　光ファイバ接続部密度をサポートする方法であって、少なくとも１つのシンプレックス
光ファイバコンポーネント又はデュプレックス光ファイバコンポーネントを使用して、１
Ｕスペース当たり少なくとも９８個の光ファイバ接続部、１Ｕスペース当たり少なくとも
１２０個の光ファイバ接続部及び１Ｕスペース当たり１４４個の光ファイバ接続部のうち
の１つの光ファイバ接続部密度をサポートするステップを有する、方法。
【請求項１７】
　光ファイバ接続部密度をサポートする方法であって、少なくとも１つの多心コンポーネ
ントを使用して、１Ｕスペース当たり少なくとも４３４個の光ファイバ接続部、１Ｕスペ
ース当たり少なくとも５７６個の光ファイバ接続部、１Ｕスペース当たり少なくとも８６
６個の光ファイバ接続部及び１Ｕスペース当たり少なくとも１１５２個の光ファイバ接続
部のうちの１つの光ファイバ接続部密度をサポートするステップを有する、方法。
【請求項１８】
　光ファイバ接続部密度をサポートする方法であって、少なくとも１つのシンプレックス
光ファイバコンポーネント又は少なくとも１つのデュプレックス光ファイバコンポーネン
トを使用して、１Ｕスペース当たり毎秒少なくとも９６２ギガビット、１Ｕスペース当た
り毎秒少なくとも１２００ギガビット及び１Ｕスペース当たり毎秒少なくとも１４４０ギ
ガビットのうちの１つのフルデュプレックス接続帯域幅をサポートするステップを有する
、方法。
【請求項１９】
　光ファイバ接続部密度をサポートする方法であって、少なくとも１つの多心コンポーネ
ントを使用して、１Ｕスペース当たり毎秒少なくとも４３２２ギガビット、１Ｕスペース
当たり毎秒少なくとも４８００ギガビット、１Ｕスペース当たり毎秒少なくとも５７６０
ギガビット及び１Ｕスペース当たり毎秒少なくとも８６４２ギガビットのうちの１つのフ
ルデュプレックス接続帯域幅をサポートするステップを有する、方法。
【請求項２０】
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　各Ｕスペースは、高さが約１．７５インチ（４．４４５ｃｍ）である、請求項１６、１
７、１８又は１９記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の技術は、光ファイバ装置及び機器中に提供される光ファイバ接続部密度及び帯
域幅に関する。
【０００２】
〔関連出願の説明〕
　本願は、２００９年６月１９日に出願された米国特許仮出願第６１／２１８，８８０号
の権益主張出願であり、この米国特許仮出願を参照により引用し、その記載内容全体を本
明細書の一部とする。
【背景技術】
【０００３】
　光ファイバの利点として極めて広い帯域幅及びノイズの低い動作が挙げられる。これら
利点に鑑みて、光ファイバは、種々の用途にますます多く用いられており、このような用
途としては、ブロードバンド音声、映像及びデータ伝送が挙げられる。光ファイバを採用
した光ファイバネットワークが開発されると共に音声、映像及びデータ送信を私設ネット
ワークと公衆ネットワークの両方により加入者に提供するよう用いられている。これら光
ファイバネットワークは、或る１つの接続点から別の接続点までの「ライブファイバ（li
ve fiber）」を提供するよう光ファイバを互いに連係する分離接続点を有する場合が多い
。この点に関し、光ファイバ機器が相互接続（インターコネクション）をサポートするよ
うデータ配信センタ又は中央局に設置されている。例えば、光ファイバ機器は、サーバ、
ストレージエリアネットワーク（ＳＡＮ）及びデータセンタでの他の機器相互間の相互接
続をサポートすることができる。相互接続は、光ファイバパッチパネル又はモジュールに
よってサポート可能である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　光ファイバ機器は、アプリケーション及び接続帯域幅のニーズに基づいてカスタマイズ
される。光ファイバ機器は、典型的には、スペースの使用を最適化するよう機器ラック内
に設けられたハウジング内に収納される。データセンタ内の機器により提供できるデータ
率は、光ファイバ機器によりサポートされる接続帯域幅で決まる。帯域幅は、光ファイバ
機器に設けられた光ファイバポートの数及び光ファイバポートに接続されるトランシーバ
のデータ率性能で決まる。追加の帯域幅が必要であり又は望ましい場合、光ファイバポー
ト心線数を増大させるためにデータセンタ中で追加の光ファイバ機器を採用し又はスケー
ル変更することができる。しかしながら、光ファイバポートの数を増大させるには、デー
タセンタ中に一層多くの機器ラックスペースが必要になる場合がある。光ファイバ機器の
ために追加のスペースを設けることにより、コストが増大する。高密度パッチフィールド
及びポート並びに大きな接続帯域幅能力への移行のための基礎をデータセンタ中に提供す
る光ファイバ機器を提供し、それによりこのような光ファイバ機器に必要なスペースを最
小限に抑えた状態で高データ率への移行経路を提供する必要が存在する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　詳細な説明において開示する実施形態は、高接続部密度及び高接続帯域幅光ファイバ装
置及び関連機器並びに方法を含む。或る特定の実施形態では、シャーシを有する光ファイ
バ装置が提供される。シャーシは、少なくとも１つのシンプレックス又はデュプレックス
光ファイバコンポーネントの使用に基づいて、１Ｕスペース当たり少なくとも９８個、少
なくとも１２０個又は１Ｕスペース当たり少なくとも１４４個の接続部という光ファイバ
接続部密度をサポートするよう構成されるのが良い。他の開示する実施形態では、シャー
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シは、少なくとも１つの１２心光ファイバコンポーネントの使用に基づいて、１Ｕスペー
ス当たり少なくとも４３４個又は少なくとも５７６個の光ファイバ接続部という光ファイ
バ接続部密度をサポートするよう構成されるのが良い。他の開示する実施形態では、シャ
ーシは、少なくとも１つの２４心光ファイバコンポーネントの使用に基づいて１Ｕスペー
ス当たり少なくとも８６６個、１Ｕスペース当たり少なくとも１１５２個の光ファイバ接
続部のうちの少なくとも一方の光ファイバ接続部密度をサポートするよう構成されるのが
良い。上述の光ファイバ接続部密度を提供すると共にサポートする方法も又提供される。
【０００６】
　他の実施形態では、光ファイバ装置は、シャーシを有し、シャーシは、少なくとも１つ
のシンプレックス光ファイバコンポーネント又は少なくとも１つのデュプレックス光ファ
イバコンポーネントを使用して、１Ｕスペース当たり毎秒少なくとも９６２ギガビット、
１Ｕスペース当たり毎秒少なくとも１２００ギガビット及び１Ｕスペース当たり毎秒少な
くとも１４４０ギガビットのうちの１つのフルデュプレックス接続帯域幅をサポートする
よう構成されるのが良い。他の開示する実施形態では、シャーシは、少なくとも１つの１
２心光ファイバコンポーネントを使用して、１Ｕスペース当たり毎秒少なくとも４３２２
ギガビット、１Ｕスペース当たり毎秒少なくとも４８００ギガビット、１Ｕスペース当た
り毎秒少なくとも５７６０ギガビット及び１Ｕスペース当たり毎秒少なくとも８６４２ギ
ガビットのうちの１つのフルデュプレックス接続帯域幅をサポートするよう構成されるの
が良い。別の開示する実施形態では、シャーシは、１Ｕスペース当たり毎秒少なくとも８
６４２ギガビットのフルデュプレックス接続帯域幅をサポートするよう構成されるのが良
い。上述の光ファイバ接続帯域幅を提供すると共にサポートする方法も又提供される。
【０００７】
　追加の特徴及び利点は、以下の詳細な説明に記載されており、一部は、この記載から当
業者には容易に明らかになり又は以下の詳細な説明、特許請求の範囲並びに添付の図面を
含む本明細書に記載された本発明を実施することによって認識される。
【０００８】
　上述の概要説明と以下の詳細な説明の両方は、実施形態を提供しており、開示内容の性
質及び特性を理解するための概観又は枠組を提供するようになっていることは理解される
べきである。添付の図面は、一層深い理解を提供するために組み込まれており、このよう
な添付の図面は、本明細書に組み込まれてその一部をなしている。図面は、種々の実施形
態を記載しており、詳細な説明と一緒になって、開示した技術的思想の原理及び作用を説
明するのに役立つ。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】一実施形態に従って所与の光ファイバ接続部密度及び帯域幅能力を提供するよう
高密度光ファイバモジュールを支持した例示の１‐Ｕサイズシャーシが設置されている例
示の光ファイバ機器ラックの正面斜視図である。
【図２】図１のシャーシの背面拡大斜視図であり、光ファイバモジュールが光ファイバ機
器中に設置された光ファイバ機器トレー内に設けられている状態を示す図である。
【図３】図１のシャーシ内に設置されるよう構成された光ファイバモジュールが設けられ
ている１つの光ファイバ機器トレーの正面斜視図である。
【図４】光ファイバモジュールが設置されていない状態における図３の光ファイバ機器ト
レーの拡大図である。
【図５】図３の光ファイバ機器トレーの拡大図であり、光ファイバモジュールが収納され
ている状態を示す図である。
【図６】図３の光ファイバ機器トレーの正面斜視図であり、光ファイバモジュールが収納
されていない状態を示す図である。
【図７】光ファイバモジュールを支持した光ファイバ機器トレーの正面斜視図であり、１
つの光ファイバ機器トレーが図１のシャーシから引き出されている状態を示す図である。
【図８】図１のシャーシ内に設けられていて、１つ又は２つ以上の光ファイバモジュール
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を支持することができる図６の光ファイバ機器トレーを受け入れるよう構成された例示の
トレーガイドの左側斜視図である。
【図９Ａ】図３の光ファイバ機器トレーの各側に設けられていて、図８のトレーガイドに
よって図１のシャーシ内に受け入れられるよう構成された例示のトレーレールの斜視図で
ある。
【図９Ｂ】図３の光ファイバ機器トレーの各側に設けられていて、図８のトレーガイドに
よって図１のシャーシ内に受け入れられるよう構成された例示のトレーレールの平面図で
ある。
【図１０Ａ】図３の光ファイバ機器トレー内に設けることができる例示の光ファイバモジ
ュールの正面右側斜視図である。
【図１０Ｂ】図３の光ファイバ機器トレー内に設けることができる例示の光ファイバモジ
ュールの正面左側斜視図である。
【図１１】図１０Ａ及び図１０Ｂの光ファイバモジュールの分解組立て斜視図である。
【図１２】図１１の光ファイバモジュールの平面斜視図であり、カバーが取り外されて、
光ファイバモジュール内に収納された光ファイバハーネスを示す図である。
【図１３】光ファイバコンポーネントが収納されていない状態の図１１の光ファイバモジ
ュールの正面図である。
【図１４】１２心ＭＰＯ光ファイバコンポーネントを支持すると共に図３の光ファイバ機
器トレー内に収納可能な別の変形例としての光ファイバモジュールの正面右側斜視図であ
る。
【図１５】２４心ＭＰＯ光ファイバコンポーネントを支持すると共に図３の光ファイバ機
器トレー内に収納可能な別の変形例としての光ファイバモジュールの正面右側斜視図であ
る。
【図１６】図３の光ファイバ機器トレー内に収納されている変形例としての光ファイバモ
ジュールの正面斜視図である。
【図１７】図１６の光ファイバモジュールの正面右側斜視図である。
【図１８】図１６及び図１７の光ファイバモジュールの正面図である。
【図１９】図３の光ファイバ機器トレー内に収納されている別の例示の光ファイバモジュ
ールの正面斜視図である。
【図２０】図１９の光ファイバモジュールの正面右側斜視図である。
【図２１】図１９及び図２０の光ファイバモジュールの正面図である。
【図２２】図１のシャーシ内に収納可能な変形例としての光ファイバ機器トレー内に収納
されている別の変形例としての光ファイバモジュールの正面斜視図である。
【図２３】図２２の光ファイバモジュールの正面右側斜視図である。
【図２４】図２２及び図２３の光ファイバモジュールの正面図である。
【図２５】開示する光ファイバ機器トレー及び光ファイバモジュールに従って光ファイバ
機器トレー及び光ファイバモジュールを支持することができる変形例としての例示の４‐
Ｕサイズ光ファイバシャーシの正面斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　次に、或る特定の実施形態を詳細に参照し、これら実施形態の例が添付の図面に示され
ており、添付の図面には、全てではないが幾つかの特徴が示されている。確かに、本明細
書において開示する実施形態は、多種多様な形態で具体化できるので、本発明は、本明細
書に記載した実施形態に限定されるものとは解されてはならず、これとは異なり、これら
実施形態は、この開示内容が該当する法的要件を満足させるよう提供されている。可能な
場合にはいつでも、同一の参照符号は、同一のコンポーネント又は部分を示すために用い
られる。
【００１１】
　詳細な説明において開示される実施形態は、高密度光ファイバモジュール及び光ファイ
バモジュールハウジング並びに関連機器を含む。或る特定の実施形態では、光ファイバモ
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ジュール及び／又は光ファイバモジュールハウジングの前側側部開口部の幅及び／又は高
さは、幅及び／又は高さに対するそれぞれ、光ファイバコンポーネント及び接続部を支持
する光ファイバモジュール及び光ファイバモジュールハウジングの本体の前側側部の設計
された関係に従って提供できる。このようにすると、光ファイバコンポーネントを光ファ
イバモジュールの前側側部の所与の割合分又は領域中に設置して所与の光ファイバコンポ
ーネントタイプについて高密度の光ファイバ接続部を提供することができる。別の実施形
態では、光ファイバモジュール及び／又は光ファイバモジュールハウジングの前側側部開
口部は、光ファイバモジュール及び／又は光ファイバモジュールハウジングの前側側部開
口部の幅及び／又は高さが所与の場合、光ファイバコンポーネント又は接続部の設計され
た接続部密度をサポートするよう提供できる。以下詳細な説明において開示する実施形態
は又、高接続部密度及び高帯域幅光ファイバ装置及び関連機器を含む。或る特定の実施形
態では、光ファイバ装置が提供され、このような光ファイバ装置は、１つ又は２つ以上の
Ｕスペース光ファイバ機器ユニットを定めるシャーシを有し、１つ又は２つ以上のＵスペ
ース光ファイバ機器ユニットのうちの少なくとも１つは、光ファイバコンポーネントタイ
プが所与の場合、１‐Ｕスペース内に所与の光ファイバ接続部密度又は帯域幅をサポート
するよう構成される。
【００１２】
　この点に関し、図１は、例示の１‐Ｕサイズ光ファイバ機器１０を正面斜視図で示して
いる。光ファイバ機器１０は、以下に詳細に説明するように、１‐Ｕスペース内に高光フ
ァイバ接続部密度及び帯域幅をサポートする高密度光ファイバモジュールを支持している
。光ファイバ機器１０は、ケーブル間光ファイバ接続部をサポートすると共に複数個の光
ファイバケーブル接続部を管理するデータ配信センタ又は中央局のところに設けられるの
が良い。以下に詳細に説明するように、光ファイバ機器１０は、各々が１つ又は２つ以上
の光ファイバモジュールを支持する１つ又は２つ以上の光ファイバ機器トレーを有する。
しかしながら、光ファイバ機器１０は又、光ファイバコンポーネントを支持すると共に光
ファイバ接続性をサポートする１つ又は２つ以上の光ファイバパッチパネル又は他の光フ
ァイバ機器を支持するようになっていても良い。
【００１３】
　光ファイバ機器１０は、光ファイバ機器シャーシ１２（以下、「シャーシ１２」という
）を有する。シャーシ１２は、光ファイバ機器ラック１４内に収納された状態で示されて
いる。光ファイバ機器ラック１４は、垂直に延びると共に光ファイバ機器ラック１４内へ
のシャーシ１２の取り付けを容易にするための一連の孔１８を有する２本の垂直レール１
６Ａ，１６Ｂを有する。シャーシ１２は、垂直レール１６Ａ，１６Ｂ内に互いに上下に積
み重ねられた棚の形態をしている光ファイバ機器ラック１４により取り付けられると共に
支持されている。図示のように、シャーシ１２は、垂直レール１６Ａ，１６Ｂに取り付け
られている。光ファイバ機器ラック１４は、１‐Ｕサイズの棚を支持するのが良く、“Ｕ
”は、高さが標準の１．７５インチ（４．４４５ｃｍ）及び幅が標準の１９インチ（４８
．２６ｃｍ）に等しい。或る特定の用途では、“Ｕ”の幅は、２３インチ（５８．４２ｃ
ｍ）であるのが良い。また、「光ファイバ機器ラック１４」という用語は、キャビネット
である構造体をも含むものとして理解されるべきである。この実施形態では、シャーシ１
２は、サイズが１‐Ｕであるが、シャーシ１２は、１‐Ｕを超えるサイズで提供されても
良い。
【００１４】
　以下に詳細に説明するように、光ファイバ機器１０は、各々が１つ又は２つ以上の光フ
ァイバモジュール２２を支持した複数個の伸長可能な光ファイバ機器トレー２２を有する
。シャーシ１２及び光ファイバ機器トレー２０は、１‐Ｕスペースを含む所与のスペース
内に高密度光ファイバモジュールである光ファイバモジュール２２及び光ファイバ接続部
密度及び帯域幅接続部を支持している。図１は、光ファイバモジュール２２内に設けられ
ていて、光ファイバ接続部を支持した例示の光ファイバコンポーネント２３を示している
。例えば、光ファイバコンポーネント２３は、光ファイバアダプタ又は光ファイバコネク
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タであるのが良い。また、以下に詳細に説明するように、光ファイバモジュール２２は、
この実施形態では、光ファイバコンポーネント２３を一例として光ファイバモジュール２
２の前側側部又は前側フェースの幅の少なくとも８５％にわたって設けることができるよ
う提供されるのが良い。この光ファイバモジュール２２の構成は、約９０ミリメートル（
ｍｍ）以下の前側開口部を提供することができ、この場合、光ファイバコンポーネントを
前側開口部を貫通して且つシンプレックス又はデュプレックス光ファイバコンポーネント
２３に関し、光ファイバモジュール２２の前側開口部の幅の７．０ｍｍ毎に少なくとも１
つの光ファイバ接続部という光ファイバ接続部密度で設けることができる。この例では、
各光ファイバモジュール２２内に６個のデュプレックス光ファイバコンポーネント又は１
２個のシンプレックス光ファイバコンポーネントを収納することができる。光ファイバ機
器トレー２０は、この実施形態では、１‐Ｕスペースのおおよその幅の中に最高４個まで
の光ファイバモジュールを支持すると共に１‐Ｕスペース内に全部で１２個の光ファイバ
モジュール２２に関し１‐Ｕスペースの高さ内に３つの光ファイバ機器トレー２０を支持
する。例えば、６個のデュプレックス光ファイバコンポーネントが図１に示されているよ
うにシャーシ１２の光ファイバ機器トレー２０内に収納された１２個の光ファイバモジュ
ール２２の各々の中に設けられた場合、全部で１４４個の光ファイバ接続部又は７２個の
デュプレックスチャネル（即ち、送信及び受信チャネル）が１‐Ｕスペース内にシャーシ
１２で支持される。５つのデュプレックス光ファイバアダプタがシャーシ１２の光ファイ
バ機器トレー２０内に収納された１２個の光ファイバモジュール２２の各々内に設けられ
る場合、全部で１２０個の光ファイバ接続又は６０個のデュプレックスチャネルが１‐Ｕ
スペース内にシャーシ１２で支持される。シャーシ１２は又、１‐Ｕスペース内に少なく
とも９８個の光ファイバコンポーネントを支持し、この場合、光ファイバコンポーネント
のうちの少なくとも１つは、シンプレックス又はデュプレックス光ファイバコンポーネン
トである。
【００１５】
　多心光ファイバコンポーネント、例えばＭＰＯコンポーネントが光ファイバモジュール
２２内に収納された場合、同様な光ファイバコンポーネントを用いた他のシャーシ１２と
比較して高い光ファイバ接続部密度及び帯域幅が可能である。例えば、各光ファイバモジ
ュール２２内に最高４個までの１２心ＭＰＯ光ファイバコンポーネントが設けられると共
に１‐Ｕスペース内でシャーシ１２内に１２個の光ファイバモジュール２２が設けられた
場合、シャーシ１２は、１‐Ｕスペース内に最高５７６個までの光ファイバ接続部を支持
する。最高４個までの２４心ＭＰＯ光ファイバコンポーネントが各光ファイバモジュール
２２内に設けられると共に１２個の光ファイバモジュール２２がシャーシ１２内に設けら
れた場合、１‐Ｕスペース内に最高１１５２個までの光ファイバ接続部が支持される。
【００１６】
　図２は、図１のシャーシ１２の背面拡大斜視図であり、光ファイバモジュール２２に光
ファイバコンポーネント２３が装填されると共に光ファイバモジュール２２がシャーシ１
２内に収納された光ファイバ機器トレー２０内に設けられている。モジュールレール２８
Ａ，２８Ｂが各光ファイバモジュール２２の各側に設けられている。モジュールレール２
８Ａ，２８Ｂは、図３～図５に詳細に示されているように、光ファイバ機器トレー２０内
に設けられたモジュールレールガイド３２のトレーチャネル又は溝形材３０内に挿入され
るよう構成されている。任意の数のモジュールレールガイド３２を設けることができるこ
とに留意されたい。この実施形態では、光ファイバモジュール２２を光ファイバ機器トレ
ー２０の前側端部３４と後側端部３６の両方から収納可能である。光ファイバモジュール
２２を後側端部３６から光ファイバ機器トレー２０内に収納することが望ましい場合、光
ファイバモジュール２２の前側端部３３を光ファイバ機器トレー２０の後側端部３６から
挿入するのが良い。詳細に説明すると、光ファイバモジュール２２の前側端部３３をモジ
ュールレールガイド３２のトレーチャネル３０内に挿入する。次に、光ファイバモジュー
ル２２を光ファイバモジュール２２がモジュールレールガイド３２の前側端部３４に達す
るまでトレーチャネル３０内で前方に押すのが良い。光ファイバモジュール２２を光ファ
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イバモジュール２２が本明細書において後で説明するように、前側端部３４に設けられた
停止又はロック（係止）特徴部に達するまで前側端部３４に向かって動かすのが良い。図
６は又、光ファイバ機器トレー２０のトレーチャネル３０及び他の特徴部を示すために光
ファイバモジュール２２が収納されない状態の光ファイバ機器トレー２０を示している。
【００１７】
　光ファイバモジュール２２を光ファイバ機器トレー２０の前側端部３３まで前方に押す
ことにより光ファイバモジュール２２を光ファイバ機器トレー２０内の定位置にロックす
ることができる。前側停止部３８の形態をしたロック特徴部が図３に示されているように
且つ図４において拡大図で詳細に説明されているようにモジュールレールガイド３２に設
けられている。前側停止部３８は、光ファイバモジュール２２が図５では光ファイバモジ
ュール２２が収納された状態の光ファイバ機器トレー２０の拡大図に示されているように
、前側端部３４を越えて延びるのを阻止する。光ファイバモジュール２２を光ファイバ機
器トレー２０から取り出すことが望ましい場合、これ又モジュールレールガイド３２に設
けられると共に前側停止部３８に結合された前側モジュールタブ４０をこれが前側停止部
３８に係合するよう下方に押すのが良い。その結果、前側停止部３８は、光ファイバモジ
ュール２２から遠ざかって外方に動き、その結果、光ファイバモジュール２２が前方に引
かれるのが妨害されないようになる。光ファイバモジュール２２及び特にそのモジュール
レール２８Ａ，２８Ｂ（図２）をモジュールレールガイド３２に沿って前方に引っ張ると
、光ファイバモジュール２２を光ファイバ機器トレー２０から取り出すことができる。
【００１８】
　光ファイバモジュール２２を光ファイバ機器トレー２０の後側端部３６から取り出すこ
とも可能である。光ファイバモジュール２２を光ファイバ機器トレー２０の後側端部３６
から取り出すため、レバー４６（図２及び図３参照、又図１０Ａ及び図１０Ｂ参照）を光
ファイバモジュール２２に向かって内方に押すことによってラッチ４４を外し、それによ
りラッチ４４がモジュールレールガイド３２から解除される。レバー４６を光ファイバモ
ジュール２２に向かって内方に押しやすくするため、フィンガフック又は指掛け４８がレ
バー４６に隣接して設けられており、その結果、レバー４６を親指及び人差し指でフィン
ガフック４８中に容易に押し込むことができるようになっている。
【００１９】
　引き続き図３～図６を参照すると、光ファイバ機器トレー２０は、延長部材５０を更に
有するのが良い。光ファイバモジュール２２（図３）内に設けられた光ファイバコンポー
ネント２３に接続されている光ファイバ又は光ファイバケーブルの引き回しを可能にする
ために好都合には引き回しガイド３２が延長部材５０に設けられるのが良い。光ファイバ
機器トレー２０の端部に設けられている引き回しガイド５２′は、光ファイバ機器トレー
２０の側部に対して角度をなして光ファイバ又は光ファイバケーブルを引き回すためにモ
ジュールレールガイド３２に対して角度をなすのが良い。引きタブ３４も又、光ファイバ
機器トレー２０をシャーシ１２から容易に引き出したりこの中に押し込んだりすることが
できるようにする手段となるよう延長部材５０に連結されるのが良い。
【００２０】
　図３及び図６に示されているように、光ファイバ機器トレー２０は、トレーレール５６
を更に有する。トレーレール５６は、光ファイバ機器トレー２０を保持してこれが図７に
示されているようにシャーシ１２に出入りすることができるようにするためにシャーシ１
２内に設けられているトレーガイド５８内に受け入れられるよう構成されている。トレー
レール５６及びシャーシ１２内におけるトレーガイド３８へのこれらの結合に関する詳細
を図８並びに図９Ａ及び図９Ｂを参照して以下に説明する。光ファイバ機器トレー２０を
これらのトレーレール５６がトレーガイド５８内で動くことによりシャーシ１２に出入り
させることができる。このように、光ファイバトレー機器２０は、シャーシ１２内のトレ
ーガイド５８回りに別個独立に動くことができる。図７は、シャーシ１２内のトレーガイ
ド５８内に設けられている３つの光ファイバ機器トレー２０のうちの１つの光ファイバ機
器トレー２０がシャーシ１２から引き出されている状態を示す正面斜視図である。トレー
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ガイド５８は、光ファイバ機器トレー２０の左側端部６０と右側端部６２の両方に設けら
れるのが良い。トレーガイド５８は、シャーシ１２内に受け入れられた光ファイバ機器ト
レー２０のトレーレール５６のための相補トレーガイド５８を提供するようシャーシ１２
内で反対側に且つ互いに向かい合って収納されている。特定の光ファイバ機器トレー２０
及び／又は光ファイバ機器トレー２０内の特定の光ファイバモジュール２２に接近するこ
とが望ましい場合、所望の光ファイバ機器トレー２０の引きタブ５４を前方に引っ張って
光ファイバ機器トレー２０が図７に示されているようにシャーシ１２から前方に延び出る
ことができるようにする。光ファイバモジュール２２を上述したように光ファイバ機器ト
レー２０から取り出すことができる。接近が完了すると、光ファイバ機器トレー２０をシ
ャーシ１２内に押し戻すのが良く、トレーレール５６は、シャーシ１２内に設けられてい
るトレーガイド５８内で動く。
【００２１】
　図８は、図１のシャーシ１２内に設けられている例示のトレーガイド５８の左側斜視図
である。上述したように、トレーガイド５８は、シャーシ１２内に１つ又は２つ以上の光
ファイバモジュール２２を支持した光ファイバ機器トレー２０を受け入れるよう構成され
ている。トレーガイド５８により、光ファイバ機器トレー２０を図７に示されているよう
にシャーシ１２から引き出すことができる。トレーガイド５８は、この実施形態では、ガ
イドパネル６４で構成されている。ガイドパネル６４は、所望の任意の材料で構成でき、
このような材料としては、ポリマー又は金属が挙げられるが、これらには限定されない。
ガイドパネル６４は、図８に示されているようにシャーシ１２へのガイドパネル６４の取
り付けを容易にする一連の孔６６を有している。ガイド部材６８がガイドパネル６４の内
側に設けられており、これらガイド部材は、光ファイバ機器トレー２０のトレーレール５
６を受け入れるよう構成されている。図８の実施形態では、３つのガイド部材６８が１‐
Ｕスペース内に３つの光ファイバ機器トレー２０の最高３つまでのトレーレール５６を受
け入れることができるようガイドパネル６４の内側に設けられている。しかしながら、１
‐Ｕスペースよりも小さい又は大きいサイズをカバーするよう所望の任意の数のガイド部
材６８をトレーガイド５８内に設けることができる。この実施形態では、ガイド部材６８
は各々、トレーレール５６を受け入れるよう構成されたガイドチャネル又は案内溝形材７
０を有し、これらガイドチャネル７０により、トレーレール５６は、シャーシ１２回りの
光ファイバ機器トレー２０の並進を可能にするようガイドチャネル７０に沿って動くこと
ができる。
【００２２】
　板ばね７２がトレーガイド５８のガイド部材６８の各々に設けられており、これら板ば
ねは各々、ガイド部材６８内での光ファイバ機器トレー２０の運動中、トレーレール５６
のための停止位置を提供するよう構成されている。板ばね７２は各々、停止又は休止位置
を提供するようトレーレール５６に設けられている突起７６（図９Ａ～図９Ｄ参照）を受
け入れるよう構成された戻止め７４を有する。トレーレール５６は、トレーレール５６を
光ファイバ機器トレー２０に取り付けるために用いられる取り付けプラットホーム７５を
有する。光ファイバ機器トレー２０がシャーシ１２に出入りする際に停止位置を有するこ
とができるようにするためにトレーガイド５６中に停止位置を提供することが望ましい場
合がある。トレーレール５６に設けられた２つの突起７６が任意所与の時点でトレーガイ
ド５８に設けられている２つの戻止め７４内に収納される。光ファイバ機器トレー２０が
第１の停止位置でシャーシ１２内に完全に引っ込められると、トレーレール５６の２つの
突起７６は、ガイドチャネル７０の後側端部７７に隣接して位置する１つの戻止め７４及
びガイドチャネル７０の後側端部７７と前側端部７８との間に設けられている中間戻止め
７４内に収納される。光ファイバ機器トレー２０をシャーシ１２から引き出すと、トレー
レール５６の２つの突起７６は、ガイドチャネル７０の前側端部７８に隣接して位置する
１つの戻止め７４及びガイドチャネル７０の後側端部７７と前側端部７８との間に設けら
れている中間戻止め７４内に収納される。
【００２３】
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　トレーレール５６をガイドチャネル７０内で引っ張ると、トレーレール５６に設けられ
ていて、図９Ａ及び図９Ｂに示されている突起８０が図８に示されているように板ばね７
２相互間に設けられている移行部材８２を乗り越えるよう付勢される。突起８０は、図９
Ａ及び図９Ｂに示されているように、トレーレール５６に設けられている板ばね８１に設
けられている。移行部材８２は、光ファイバ機器トレー２０がガイドチャネル７０と一緒
に並進されているとき、突起８０が移行部材８２を乗り越えることができるようにする傾
斜面８４を有する。突起８０が移行部材８２を有しているので、突起８０に加えられた力
により、板ばね８１は、内方に曲がって突起８０が移行部材８２を乗り越えることができ
るよう内方に曲がる。トレーレール５６及び光ファイバ機器トレー２０がガイドチャネル
７０の前側端部７８及び後側端部７７を越えて伸長されるのを阻止するため、ガイドチャ
ネル７０の前側端部７８及び後側端部７７のところに停止部材８６が設けられている。停
止部材８６は、傾斜面を備えておらず、トレーレール５６の突起８０は、停止部材８６に
当接し、停止部材８６を越えてガイドチャネル７０の前側端部７８の外側に延びるのが阻
止される。
【００２４】
　１‐Ｕシャーシ１２並びに光ファイバ機器トレー２０及びこの中に収納できる光ファイ
バモジュール２２の上述の実施形態の知識を踏まえたうえで、次に、光ファイバモジュー
ル２２の形状因子について説明する。光ファイバモジュール２２の形状因子により、高密
度の光ファイバコンポーネント２３を光ファイバモジュール２２の前側の或る特定の割合
の領域内に設けることができ、所与の形式の光ファイバコンポーネント２３について特定
の光ファイバ接続部密度及び帯域幅がサポートされる。この光ファイバモジュール２２の
形状因子を１‐Ｕスペース内に最高１２個までの光ファイバモジュール２２を支持するこ
とができることと組み合わせると、上述の例示のシャーシ１２により説明したように、高
い光ファイバ接続部密度及び帯域幅がサポートされると共に可能である。
【００２５】
　この関係で、図１０Ａ及び図１０Ｂは、例示の光ファイバモジュール２２の右側及び左
側斜視図である。上述したように、シャーシ１２内に光ファイバ接続部を提供するために
光ファイバモジュール２２を光ファイバ機器トレー２０内に収納するのが良い。光ファイ
バモジュール２２は、カバー９２を受け入れる本体９０で構成されている。内部チャンバ
９４（図１１）が本体９０及びカバー９２内に設けられ、この内部チャンバは、以下に詳
細に説明するように、光ファイバ又は光ファイバケーブルハーネスを受け入れ又は保持す
るよう構成されている。本体９０は、本体９０の前側側部９６と後側側部９８との間に位
置している。光ファイバコンポーネント２３を本体９０の前側側部９６を貫通して設ける
ことができ、このような光ファイバコンポーネントは、光ファイバケーブル（図示せず）
に接続された光ファイバコネクタを受け入れるよう構成される。この例では、光ファイバ
コンポーネント２３は、デュプレックスＬＣ光ファイバコネクタとの接続部を受け入れる
と共に支持するよう構成されたデュプレックスＬＣ光ファイバアダプタである。しかしな
がら、光ファイバモジュール２２内に所望の任意形式の光ファイバ接続部を設けることが
できる。光ファイバコンポーネント２３は、本体９０の後側側部９８を貫通して設けられ
た光ファイバコンポーネント１００に接続されている。このように、光ファイバコンポー
ネント２３への接続部により、光ファイバコンポーネント１００への光ファイバ接続部が
作られる。この例では、光ファイバコンポーネント１００は、多数本の光ファイバ（例え
ば、１２本か２４本かのいずれかの光ファイバ）への接続部を定めるよう構成された多心
ＭＰＯ光ファイバアダプタである。光ファイバモジュール２２は又、光ファイバコンポー
ネント２３，１００相互間の極性を管理することができる。
【００２６】
　モジュールレール２８Ａ，２８Ｂは、光ファイバモジュール２２の各側部１０２Ａ，１
０２Ｂに設けられている。上述したように、モジュールレール２８Ａ，２８Ｂは、図３に
示されているように光ファイバ機器トレー２０内のモジュールレールガイド３２内に挿入
されるよう構成されている。このようにすると、光ファイバモジュール２２を光ファイバ
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機器トレー２０内に収納することが望ましい場合、光ファイバモジュール２２の前側側部
９６を上述したように光ファイバ機器トレーの前側端部３３か後側端部３６かのどちらか
らでも挿入することができる。
【００２７】
　図１１は、光ファイバモジュール２２の内部チャンバ９４及び他の内部コンポーネント
を示すために光ファイバモジュール２２のカバー９２が取り外された状態の光ファイバモ
ジュール２２の分解組立て図である。図１２は、組み立て状態の光ファイバモジュール２
２を示しているが、カバー９２は、本体９０に取り付けられていない。カバー９２は、カ
バー９２を本体９０に固定するようカバー９２を本体９０に取り付けると、光ファイバモ
ジュール２２の本体９０の側部１０２Ａ，１０２Ｂに設けられている突起１１２とインタ
ーロックするよう構成された、側部１０８，１１０に設けられている切欠き１０６を有し
ている。カバー９２も又、カバー９２の前側側部１１８及び後側側部１２０にそれぞれ設
けられた切欠き１１４，１１６を有している。切欠き１１４，１１６は、これ又カバー９
２を本体９０に固定するようカバー９２を本体９０に取り付けると、本体９０の前側側部
９６及び後側側部９８にそれぞれ設けられた突起１２２，１２４とインターロックするよ
う構成されている。図１２は、突起１２２，１２４を示していない。
【００２８】
　引き続き図１１を参照すると、光ファイバコンポーネント２３は、本体９０の前側側部
９６に長手方向軸線Ｌ1に沿って設けられた前側開口部１２６を貫通して設けられている
。この実施形態では、光ファイバコンポーネント２３は、シンプレックス又はデュプレッ
クス光ファイバ接続部及びコネクタを支持したデュプレックスＬＣアダプタ１２８である
。この実施形態におけるデュプレックスＬＣアダプタ１２８は、この実施形態ではデュプ
レックスＬＣアダプタ１２８を本体９０内に固定するよう本体９０に設けられているオリ
フィス１３５とこれと嵌まり合うよう構成された突起１３０を有する。ケーブルハーネス
１３４が内部チャンバ９４内に設けられており、光ファイバコネクタ１３６，１３８がデ
ュプレックスＬＣアダプタ１２８に接続された光ファイバ１３９の各端部及び本体９０の
後側側部９８内に設けられた光ファイバコンポーネント１００に設けられている。この実
施形態における光ファイバコンポーネント１００は、この実施形態では１２心ＭＰＯ光フ
ァイバアダプタ１４０である。２つの垂直部材１４２Ａ，１４２Ｂが光ファイバケーブル
１３４の光ファイバ１３９の分布を保持するよう図１２に示されているように本体９０の
内部チャンバ９４内に設けられている。垂直部材１４２Ａ，１４２Ｂ及びこれら相互間の
距離は、光ファイバ１３９にこの実施形態では４０ｍｍ以下、好ましくは２５ｍｍ以下の
曲げ半径Ｒを提供するよう設計されている。
【００２９】
　図１３は、光ファイバモジュール２２の形状因子を更に示すために光ファイバコンポー
ネント２３が前側側部９６内に装入されていない状態の光ファイバモジュール２２の正面
図である。上述したように、前側開口部１２６は、光ファイバコンポーネント２３を受け
入れるよう本体９０の前側側部９６を貫通して設けられている。前側開口部１２６の幅Ｗ

1が大きければ大きいほど、光ファイバモジュール２２内に設けることができる光ファイ
バコンポーネント２３の数がそれだけ一層多くなる。光ファイバコンポーネント２３の数
を多くすることは、高い光ファイバ接続性及び帯域幅をサポートする光ファイバ接続部が
多くなることと同じである。しかしながら、前側開口部１２６の幅Ｗ1が大きければ大き
いほど、光ファイバモジュール２２のためにシャーシ１２に設けることが必要な領域がそ
れだけ一層広くなる。この実施形態では、前側開口部１２６の幅Ｗ1は、光ファイバモジ
ュール２２の本体９０の前側側部９６の幅Ｗ2の少なくとも８５％であるよう設計されて
いる。幅Ｗ1と幅Ｗ2の比が大きければ大きいほど、幅Ｗ2を増大させないで光ファイバコ
ンポーネント２３を受け入れるために前側開口部１２６に設けられる領域がそれだけ一層
広くなる。幅Ｗ3、即ち、光ファイバモジュール２２の全幅は、この実施形態では、８６
．６ｍｍ又は３．５インチ（８８．９ｍｍ）であるのが良い。光ファイバモジュール２２
の全深さＤ1は、この実施形態（図１２）では、１１３．９ｍｍ又は４．５インチ（１１



(13) JP 2012-530944 A 2012.12.6

10

20

30

40

50

４．３ｍｍ）である。上述したように、光ファイバモジュール２２は、４個の光ファイバ
モジュール２２をシャーシ１２内の光ファイバ機器トレー２０内の１‐Ｕ幅スペース内に
配置することができる設計されている。シャーシ１２の幅は、この実施形態では、１‐Ｕ
スペース幅に対応するよう設計されている。
【００３０】
　３つの光ファイバ機器トレー２０がシャーシ１２の１‐Ｕ高さ内に設けられている状態
で、全部で１２個の光ファイバモジュール２２を所与の１‐Ｕスペース内に支持すること
ができる。図１のシャーシ１２内に示すように光ファイバモジュール２２一個当たり最高
１２個までの光ファイバ接続部を支持することは、シャーシ１２がシャーシ１２内の１‐
Ｕスペース内に最高１４４個までの光ファイバ接続部又は７２個のデュプレックスチャネ
ルを支持することに等しい（即ち、１‐Ｕスペース内における１２個の光ファイバ接続部
×１２個の光ファイバモジュール２２）。シャーシ１２は、１２個のシンプレックス又は
６個のデュプレックス光ファイバアダプタが光ファイバモジュール２２内に設けられるこ
とにより、１‐Ｕスペース内に最高１４４個までの光ファイバ接続部を支持することがで
きる。光ファイバモジュール２２一個当たり最高１０個までの光ファイバ接続部を支持す
ることは、シャーシ１２がシャーシ１２内の１‐Ｕスペース内に１２０個の光ファイバ接
続部又は６０個のデュプレックスチャネルを支持することに等しい（即ち、１‐Ｕスペー
ス内における１０個の光ファイバ接続部×１２個の光ファイバモジュール２２）。シャー
シ１２は又、１０個のシンプレックス又は５個のデュプレックス光ファイバアダプタが光
ファイバモジュール２２内に設けられることにより、１‐Ｕスペース内に最高１２０個ま
での光ファイバ接続部を支持することができる。
【００３１】
　本明細書において開示するシャーシ１２及び光ファイバモジュール２２のこの実施形態
は、１‐Ｕスペース内に所与の光ファイバ接続部密度をサポートすることができ、この場
合、１‐Ｕスペース内の１２個の光ファイバモジュール２２内において光ファイバコンポ
ーネント２３により占められる領域は、１‐Ｕスペース内の光ファイバ機器ラック１４の
全領域の少なくとも５０％を表している（図１参照）。１２個の光ファイバモジュール２
２がシャーシ１２内の１‐Ｕスペース内に設けられている場合、１‐Ｕスペースは、光フ
ァイバモジュール２２の前側側部９６の領域の少なくとも７５％を占める光ファイバコン
ポーネント２３で構成されている。
【００３２】
　１つの送信／受信ペアを提供するための２本のデュプレックス又は二重光ファイバは、
ハーフデュプレックスモードで毎秒１０ギガビット又はフルデュプレックスモードにおい
て毎秒２０ギガビットのデータ率に対応することができる。上述の実施形態では、少なく
とも１つのデュプレックス又はシンプレックス光ファイバコンポーネントを採用した１‐
Ｕスペース内の少なくとも７２個のデュプレックス送信及び受信ペアを提供することによ
り、１０ギガビットトランシーバを用いた場合、ハーフデュプレックスモードにおいて１
‐Ｕスペースで毎秒少なくとも７２０ギガビット又はフルデュプレックスモードにおいて
１‐Ｕスペースで毎秒少なくとも１４４０ギガビットのデータ率をサポートすることがで
きる。この構成は又、１００ギガビットトランシーバを採用した場合、それぞれ、ハーフ
デュプレックスモードにおいて１‐Ｕスペースで毎秒少なくとも６００ギガビット及びフ
ルデュプレックスモードにおいて１‐Ｕスペースで毎秒１２００ギガビットをサポートす
ることができる。この構成は又、４０ギガビットトランシーバを採用した場合、それぞれ
、ハーフデュプレックスモードにおいて１‐Ｕスペースで毎秒少なくとも４８０ギガビッ
ト及びフルデュプレックスモードにおいて１‐Ｕスペースで毎秒９６０ギガビットをサポ
ートすることができる。１‐Ｕスペース内における少なくとも６０個のデュプレックス送
信及び受信ペアは、１０ギガビットトランシーバを採用した場合、ハーフデュプレックス
モードにおいて１‐Ｕスペースで毎秒少なくとも６００ギガビット又はフルデュプレック
スモードにおいて１‐Ｕスペースで毎秒少なくとも１２００ギガビットのデータ率に相当
することができる。１‐Ｕスペース内における少なくとも４９個のデュプレックス送信及
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び受信ペアは、１０ギガビットトランシーバを採用した場合、ハーフデュプレックスモー
ドにおいて１‐Ｕスペースで毎秒少なくとも４８１ギガビット又はフルデュプレックスモ
ードにおいて１‐Ｕスペースで毎秒少なくとも９６２ギガビットのデータ率に相当するこ
とができる。
【００３３】
　前側開口部１２６の幅Ｗ1は、光ファイバモジュール２２の本体９０の前側側部９６の
幅Ｗ2の８５％以上であるように設計されるのが良い。例えば、幅Ｗ1は、幅Ｗ2の９０％
～９９％であるよう設計されるのが良い。一例を挙げると、幅Ｗ1は、９０ｍｍ未満であ
るのが良い。別の例を挙げると、幅Ｗ1は、８５ｍｍ未満又は８０ｍｍ未満であるのが良
い。例えば、幅Ｗ1と幅Ｗ2の比が９７．６％の場合、幅Ｗ1は、８３ｍｍであり、幅Ｗ2は
、８５ｍｍであるのが良い。この例では、前側開口部１２６は、前側開口部１２６の幅Ｗ

1の７．０ｍｍ当たり少なくとも１個の光ファイバ接続部という光ファイバ接続部密度を
サポートするよう幅Ｗ1内に１２個の光ファイバ接続部を支持することができる。さらに
、光ファイバモジュール２２の前側開口部１２６は、前側開口部１２６の幅Ｗ1の６．９
ｍｍ当たり少なくとも１個の光ファイバ接続部という光ファイバ接続部密度をサポートす
るよう幅Ｗ1内に１２個の光ファイバ接続部を支持することができる。
【００３４】
　さらに、図１３に示されているように、前側開口部１２６の高さＨ1は、光ファイバモ
ジュール２２の本体９０の前側側部９６の高さＨ2の少なくとも９０％であるように設計
されるのが良い。このようにすると、前側開口部１２６は、光ファイバコンポーネント２
３を受け入れ、しかも、３個の光ファイバモジュール２２を１‐Ｕスペースの高さ内に納
めることができるのに十分な高さを有する。一例を挙げると、高さＨ1は、１２ｍｍ以下
又は１０ｍｍ以下であるのが良い。一例を挙げると、高さＨ1と高さＨ2の比が９０．９％
の場合、高さＨ1は、１０ｍｍであり、高さＨ2は、１１ｍｍ（即ち、７／１１インチ）で
あるのが良い。
【００３５】
　別の光ファイバ接続部密度を備えた変形例としての光ファイバモジュールの採用が可能
である。図１４は、図１の光ファイバ機器トレー２０内に収納することができる変形例と
しての光ファイバモジュール２２′の正面斜視図である。光ファイバモジュール２２′の
形状因子は、図１～図１３に示された光ファイバモジュール２２の形状因子と同一である
。しかしながら、図１４の光ファイバモジュール２２′では、２個のＭＰＯ光ファイバア
ダプタ１５０が光ファイバモジュール２２′の前側開口部１２６を貫通して設けられてい
る。ＭＰＯ光ファイバアダプタ１５０は、光ファイバモジュール２２′の本体９０の後側
側部９８内に設けられた２つのＭＰＯ光ファイバアダプタ１５２に接続されている。ＭＰ
Ｏ光ファイバアダプタ１５０が各々１２本の光ファイバを支持する場合、光ファイバモジ
ュール２２′は、最高２４個までの光ファイバ接続部を支持することができる。この例で
は、最高１２個までの光ファイバモジュール２２′がシャーシ１２の光ファイバ機器トレ
ー２０内に設けられる場合、１‐Ｕスペース内にシャーシ１２により最高２８８個までの
光ファイバ接続部を支持することができる。さらにこの例では、光ファイバモジュール２
２′の前側開口部１２６は、前側開口部１２６の幅Ｗ1の３．４～３．５ｍｍ当たり少な
くとも１個の光ファイバ接続部という光ファイバ接続部密度をサポートするよう幅Ｗ1（
図１３）内に２４個の光ファイバ接続部を支持することができる。理解されるべきことと
して、モジュールに関する上述の説明は、パネルにも当てはまる。この開示の目的上、パ
ネルは、一方の側部に１つ又は２つ以上のアダプタを有するのが良いが、反対側にはアダ
プタは設けられない。
【００３６】
　上述の実施形態では、少なくとも１２心ＭＰＯ光ファイバコンポーネントを用いて１‐
Ｕスペース内に少なくとも２８８個のデュプレックス送信及び受信ペアを設けることによ
り、１０ギガビットトランシーバを用いた場合、ハーフデュプレックスモードにおいて１
‐Ｕスペースで毎秒少なくとも２８８０ギガビット又はフルデュプレックスモードにおい
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て１‐Ｕスペースで毎秒少なくとも５７６０ギガビットのデータ率をサポートすることが
できる。この構成は又、１００ギガビットトランシーバを採用した場合、それぞれ、ハー
フデュプレックスモードにおいて１‐Ｕスペースで毎秒少なくとも４８００ギガビット及
びフルデュプレックスモードにおいて１‐Ｕスペースで毎秒９６００ギガビットをサポー
トすることができる。この構成は又、４０ギガビットトランシーバを採用した場合、それ
ぞれ、ハーフデュプレックスモードにおいて１‐Ｕスペースで毎秒少なくとも１９２０ギ
ガビット及びフルデュプレックスモードにおいて１‐Ｕスペースで毎秒３８４０ギガビッ
トをサポートすることができる。この構成は又、少なくとも１つの１２心ＭＰＯ光ファイ
バコンポーネントを用いる１０ギガビットトランシーバを採用した場合、フルデュプレッ
クスモードにおいて１‐Ｕスペースで毎秒少なくとも４３２２ギガビット又は少なくとも
１つの２４心ＭＰＯ光ファイバコンポーネントを用いる１０ギガビットトランシーバを採
用した場合、フルデュプレックスモードにおいて１‐Ｕスペースで毎秒少なくとも２１６
１ギガビットをサポートすることができる。
【００３７】
　光ファイバモジュール２２′内のＭＰＯ光ファイバアダプタ１５０が２４本の光ファイ
バを支持する場合、光ファイバモジュール２２′は、最高４８個までの光ファイバ接続部
を支持することができる。この例では、最高１２個までの光ファイバモジュール２２′が
シャーシ１２の光ファイバ機器トレー２０内に設けられる場合、１‐Ｕスペース内にシャ
ーシ１２により最高５７６個までの光ファイバ接続部を支持することができる。さらにこ
の例では、光ファイバモジュール２２′の前側開口部１２６は、前側開口部１２６の幅Ｗ

1の１．７ｍｍ当たり少なくとも１個の光ファイバ接続部という光ファイバ接続部密度を
サポートするよう幅Ｗ1内に４８個の光ファイバ接続部を支持することができる。
【００３８】
　図１５は、図１の光ファイバ機器トレー２０内に収納できる別の変形例としての光ファ
イバモジュール２２″の正面斜視図である。光ファイバモジュール２２″の形状因子は、
図１～図１３に示された光ファイバモジュール２２の形状因子と同一である。しかしなが
ら、光ファイバモジュール２２″では、４個のＭＰＯ光ファイバアダプタ１５４が光ファ
イバモジュール２２″の前側開口部１２６を貫通して設けられている。ＭＰＯ光ファイバ
アダプタ１５４は、光ファイバモジュール２２′の本体９０の後側側部９８内に設けられ
た４つのＭＰＯ光ファイバアダプタ１５６に接続されている。ＭＰＯ光ファイバアダプタ
１５０が１２本の光ファイバを支持する場合、光ファイバモジュール２２″は、最高４８
個までの光ファイバ接続部を支持することができる。この例では、最高１２個までの光フ
ァイバモジュール２２″がシャーシ１２の光ファイバ機器トレー２０内に設けられる場合
、１‐Ｕスペース内にシャーシ１２により最高７５６個までの光ファイバ接続部を支持す
ることができる。さらにこの例では、光ファイバモジュール２２″の前側開口部１２６は
、前側開口部１２６の幅Ｗ1の１．７ｍｍ当たり少なくとも１個の光ファイバ接続部とい
う光ファイバ接続部密度をサポートするよう幅Ｗ1内に２４個の光ファイバ接続部を支持
することができる。
【００３９】
　さらに、光ファイバモジュール２２″内に設けられたＭＰＯ光ファイバアダプタ１５０
が２４本の光ファイバを支持する場合、光ファイバモジュール２２″は、最高９６個まで
の光ファイバ接続部を支持することができる。この例では、最高１２個までの光ファイバ
モジュール２２″がシャーシ１２の光ファイバ機器トレー２０内に設けられる場合、１‐
Ｕスペース内にシャーシ１２により最高１１５２個までの光ファイバ接続部を支持するこ
とができる。さらにこの例では、光ファイバモジュール２２″の前側開口部１２６は、前
側開口部１２６の幅Ｗ1の０．８５ｍｍ当たり少なくとも１個の光ファイバ接続部という
光ファイバ接続部密度をサポートするよう幅Ｗ1内に最高９６個までの光ファイバ接続部
を支持することができる。
【００４０】
　さらに、上述の実施形態では、少なくとも２４心ＭＰＯ光ファイバコンポーネントを用
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いて１‐Ｕスペース内に少なくとも５７６個のデュプレックス送信及び受信ペアを設ける
ことにより、１０ギガビットトランシーバを用いた場合、ハーフデュプレックスモードに
おいて１‐Ｕスペースで毎秒少なくとも５７６０ギガビット又はフルデュプレックスモー
ドにおいて１‐Ｕスペースで毎秒少なくとも１１５２０ギガビットのデータ率をサポート
することができる。この構成は又、１００ギガビットトランシーバを採用した場合、それ
ぞれ、ハーフデュプレックスモードにおいて１‐Ｕスペースで毎秒少なくとも４８００ギ
ガビット及びフルデュプレックスモードにおいて１‐Ｕスペースで毎秒９６００ギガビッ
トをサポートすることができる。この構成は又、４０ギガビットトランシーバを採用した
場合、それぞれ、ハーフデュプレックスモードにおいて１‐Ｕスペースで毎秒少なくとも
３８４０ギガビット及びフルデュプレックスモードにおいて１‐Ｕスペースで毎秒７６８
０ギガビットをサポートすることができる。この構成は又、少なくとも１つの２４心ＭＰ
Ｏ光ファイバコンポーネントを用いる１０ギガビットトランシーバを採用した場合、フル
デュプレックスモードにおいて１‐Ｕスペースで毎秒少なくとも８６４２ギガビット又は
少なくとも１つの２４心ＭＰＯ光ファイバコンポーネントを用いる１０ギガビットトラン
シーバを採用した場合、フルデュプレックスモードにおいて１‐Ｕスペースで毎秒少なく
とも４３２１ギガビットをサポートすることができる。
【００４１】
　図１６は、光ファイバ接続部を支持すると共に接続部密度及び帯域幅をサポートするよ
う光ファイバ機器トレー２０内に設けることができる変形例としての光ファイバモジュー
ル１６０を示している。図１７は、図１６の光ファイバモジュール１６０の右側正面斜視
図である。この実施形態では、光ファイバモジュール１６０は、２つの組をなすモジュー
ルレールガイド３２にわたって嵌まるよう設計されている。チャネル１６２が光ファイバ
機器トレー２０内のモジュールレールガイド３２を受け入れるよう光ファイバモジュール
１６０の中心軸線１６４を通って設けられている。図１～図１３の光ファイバモジュール
２２のモジュールレール２８Ａ，２８Ｂとほぼ同じモジュールレール１６５Ａ，１６５Ｂ
が光ファイバモジュール１６０のチャネル１６２の内側に設けられており、これらモジュ
ールレールは、光ファイバ機器トレー２０に設けられているトレーチャネル３０と嵌合す
るよう構成されている。図１～図１３の光ファイバモジュール２２のモジュールレール２
８Ａ，２８Ｂとほぼ同じモジュールレール１６６Ａ，１６６Ｂが光ファイバモジュール１
６０の各側部１６８，１７０に設けられており、これらモジュールレールは、光ファイバ
機器トレー２０内のトレーチャネル３０と嵌合するよう構成されている。モジュールレー
ル１６６Ａ，１６６Ｂは、光ファイバモジュール１６０の側部１６８，１７０に設けられ
ているモジュールレールガイド３２と係合するモジュールレールガイド３２相互間に設け
られたモジュールレールガイド３２のトレーチャネル３０と嵌合するよう構成されている
。
【００４２】
　最高２４個までの光ファイバコンポーネント２３を光ファイバモジュール１６０の前側
側部１７２内に設けることができる。この実施形態では、光ファイバコンポーネント２３
は、最高１２個までのデュプレックスＬＣ光ファイバアダプタで構成され、これらデュプ
レックスＬＣ光ファイバアダプタは、光ファイバモジュール１６０の後側端部１７６内に
設けられた１つの２４心ＭＰＯ光ファイバコネクタ１７４に接続されている。３つの光フ
ァイバトレー２０がシャーシ１２の高さ内に設けられている場合、全部で６個の光ファイ
バモジュール１６０を所与の１‐Ｕスペース内に支持することができる。光ファイバモジ
ュール１６０一個当たり最高２４個までの光ファイバ接続部を支持することは、シャーシ
１２がシャーシ１２内の１‐Ｕスペース内に最高１４４個までの光ファイバ接続部又は７
２個のデュプレックスチャネルを支持することに等しい（即ち、１‐Ｕスペース内におけ
る２４個の光ファイバ接続部×６個の光ファイバモジュール１６０）。シャーシ１２は、
２４個のシンプレックス又は１２個のデュプレックス光ファイバアダプタが光ファイバモ
ジュール１６０内に設けられることにより、１‐Ｕスペース内に最高１４４個までの光フ
ァイバ接続部を支持することができる。光ファイバモジュール１６０一個当たり最高２０
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個までの光ファイバ接続部を支持することは、シャーシ１２がシャーシ１２内の１‐Ｕス
ペース内に１２０個の光ファイバ接続部又は６０個のデュプレックスチャネルを支持する
ことに等しい（即ち、１‐Ｕスペース内における２０個の光ファイバ接続部×６個の光フ
ァイバモジュール１６０）。シャーシ１２は又、２０個のシンプレックス又は１０個のデ
ュプレックス光ファイバアダプタが光ファイバモジュール１６０内に設けられることによ
り、１‐Ｕスペース内に最高１２０個までの光ファイバ接続部を支持することができる。
【００４３】
　図１８は、この実施形態における光ファイバモジュール１６０の形状因子を更に示すた
めに光ファイバコンポーネント２３が前側側部１７２内に装入されていない状態の図１６
及び図１７の光ファイバモジュール１６０の正面図である。チャネル１６２の各側に設け
られた前側開口部１７８Ａ，１７８Ｂが光ファイバコンポーネント２３を受け入れるよう
光ファイバモジュール１６０の本体１８０の前側側部１７２を貫通して設けられている。
幅Ｗ1，Ｗ2及び高さＨ1，Ｈ2は、図１３に示された光ファイバモジュール２２の場合と同
一である。この実施形態では、前側開口部１７８Ａ，１７８Ｂの幅Ｗ1は、光ファイバモ
ジュール１６０の本体１８０の前側側部１７２の幅Ｗ2の少なくとも８５％であるように
設計されている。幅Ｗ2に対する幅Ｗ1の割合が高ければ高いほど、幅Ｗ2を増大させない
で光ファイバコンポーネント２３を受け入れるよう前側開口部１７８Ａ，１７８Ｂに設け
られる領域はそれだけ一層広くなる。
【００４４】
　前側開口部１７８Ａ，１７８Ｂの各々の幅Ｗ1は、光ファイバモジュール１６０の本体
１８０の前側側部１７２の幅Ｗ2の８５％以上であるよう設計されている。例えば、幅Ｗ1

は、幅Ｗ2の９０％～９９％であるよう設計されるのが良い。一例を挙げると、幅Ｗ1は、
９０ｍｍ未満であるのが良い。別の例を挙げると、幅Ｗ1は、８５ｍｍ未満又は８０ｍｍ
未満であるのが良い。例えば、幅Ｗ1と幅Ｗ2の比が９７．６％の場合、幅Ｗ1は、８３ｍ
ｍであり、幅Ｗ2は、８５ｍｍであるのが良い。この例では、前側開口部１７８Ａ，１７
８Ｂは、前側開口部１７８Ａ，１７８Ｂの幅Ｗ1の７．０ｍｍ当たり少なくとも１個の光
ファイバ接続部という光ファイバ接続部密度をサポートするよう幅Ｗ1内に１２個の光フ
ァイバ接続部を支持することができる。さらに、前側開口部１７８Ａ，１７８Ｂは、前側
開口部１７８Ａ，１７８Ｂの幅Ｗ1の６．９ｍｍ当たり少なくとも１個の光ファイバ接続
部という光ファイバ接続部密度をサポートするよう幅Ｗ1内に１２個の光ファイバ接続部
を支持することができる。
【００４５】
　さらに図１８に示されているように、前側開口部１７８Ａ，１７８Ｂの高さＨ1は、光
ファイバモジュール１６０の本体１８０の前側側部１７２の高さＨ2の少なくとも９０％
であるように設計されるのが良い。このようにすると、前側開口部１７８Ａ，１７８Ｂは
、光ファイバコンポーネント２３を受け入れるのに十分な高さを有し、他方、３個の光フ
ァイバモジュール１６０を１‐Ｕスペースの高さ内に納めることができる。一例を挙げる
と、高さＨ1は、１２ｍｍ以下又は１０ｍｍ以下であるのが良い。一例を挙げると、高さ
Ｈ1と高さＨ2の比が９０．９％の場合、高さＨ1は、１０ｍｍであり、高さＨ2は、１１ｍ
ｍであるのが良い。
【００４６】
　図１９は、光ファイバ接続部を支持すると共に接続部密度及び帯域幅をサポートするよ
う光ファイバ機器トレー２０内に設けることができる別の変形例としての光ファイバモジ
ュール１９０を示している。図２０は、図１９の光ファイバモジュール１９０の右側正面
斜視図である。この実施形態では、光ファイバモジュール１９０は、２つの組をなすモジ
ュールレールガイド３２にわたって嵌まるよう設計されている。長手方向レシーバ１９２
が中心軸線１９４を通って設けられ、この長手方向レシーバ１９２は、光ファイバ機器ト
レー２０内のモジュールレールガイド３２をレシーバ１９２に設けられた開口部１９３を
通って受け入れるよう構成されている。図１～図１３の光ファイバモジュール２２のモジ
ュールレール２８Ａ，２８Ｂとほぼ同じモジュールレール１９５Ａ，１９５Ｂが光ファイ
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バモジュール１９０の各側部１９８，２００に設けられており、これらモジュールレール
は、光ファイバ機器トレー２０に設けられているトレーチャネル３０と嵌合するよう構成
されている。
【００４７】
　最高２４個までの光ファイバコンポーネント２３を光ファイバモジュール１９０の前側
側部２０２内に設けることができる。この実施形態では、光ファイバコンポーネント２３
は、最高１２個までのデュプレックスＬＣ光ファイバアダプタで構成され、これらデュプ
レックスＬＣ光ファイバアダプタは、光ファイバモジュール１９０の後側端部２０６内に
設けられた１つの２４心ＭＰＯ光ファイバコネクタ２０４に接続されている。３つの光フ
ァイバトレー２０がシャーシ１２の高さ内に設けられている場合、全部で６個の光ファイ
バモジュール１９０を所与の１‐Ｕスペース内に支持することができる。光ファイバモジ
ュール１９０一個当たり最高２４個までの光ファイバ接続部を支持することは、シャーシ
１２がシャーシ１２内の１‐Ｕスペース内に最高１４４個までの光ファイバ接続部又は７
２個のデュプレックスチャネルを支持することに等しい（即ち、１‐Ｕスペース内におけ
る２４個の光ファイバ接続部×６個の光ファイバモジュール１９０）。シャーシ１２は、
２４個のシンプレックス又は１２個のデュプレックス光ファイバアダプタが光ファイバモ
ジュール１９０内に設けられることにより、１‐Ｕスペース内に最高１４４個までの光フ
ァイバ接続部を支持することができる。光ファイバモジュール１９０一個当たり最高２０
個までの光ファイバ接続部を支持することは、シャーシ１２がシャーシ１２内の１‐Ｕス
ペース内に１２０個の光ファイバ接続部又は６０個のデュプレックスチャネルを支持する
ことに等しい（即ち、１‐Ｕスペース内における２０個の光ファイバ接続部×６個の光フ
ァイバモジュール１９０）。シャーシ１２は又、２０個のシンプレックス又は１０個のデ
ュプレックス光ファイバアダプタが光ファイバモジュール１９０内に設けられることによ
り、１‐Ｕスペース内に最高１２０個までの光ファイバ接続部を支持することができる。
【００４８】
　図２１は、光ファイバモジュール１９０の形状因子を更に示すために光ファイバコンポ
ーネント２３が前側側部２０２内に装入されていない状態の図１９及び図２０の光ファイ
バモジュール１９０の正面図である。前側開口部２０８Ａ，２０８Ｂが光ファイバコンポ
ーネント２３を受け入れるようレシーバ１９２の各側に且つ光ファイバモジュール１９０
の本体２１０の前側側部２０２を貫通して設けられている。幅Ｗ1，Ｗ2及び高さＨ1，Ｈ2

は、図１３に示された光ファイバモジュール２２の場合と同一である。この実施形態では
、前側開口部２０８Ａ，２０８Ｂの幅Ｗ1は、光ファイバモジュール１９０の本体２１０
の前側側部２０２の幅Ｗ2の少なくとも８５％であるように設計されている。幅Ｗ2に対す
る幅Ｗ1の割合が高ければ高いほど、幅Ｗ2を増大させないで光ファイバコンポーネント２
３を受け入れるよう前側開口部２０８Ａ，２０８Ｂに設けられる領域はそれだけ一層広く
なる。
【００４９】
　前側開口部２０８Ａ，２０８Ｂの各々の幅Ｗ1は、光ファイバモジュール１９０の本体
２１０の前側側部２０２の幅Ｗ2の８５％以上であるよう設計されている。例えば、幅Ｗ1

は、幅Ｗ2の９０％～９９％であるよう設計されるのが良い。一例を挙げると、幅Ｗ1は、
９０ｍｍ未満であるのが良い。別の例を挙げると、幅Ｗ1は、８５ｍｍ未満又は８０ｍｍ
未満であるのが良い。例えば、幅Ｗ1と幅Ｗ2の比が９７．６％の場合、幅Ｗ1は、８３ｍ
ｍであり、幅Ｗ2は、８５ｍｍであるのが良い。この例では、前側開口部２０８Ａ，２０
８Ｂは、前側開口部２０８Ａ，２０８Ｂの幅Ｗ1の７．０ｍｍ当たり少なくとも１個の光
ファイバ接続部という光ファイバ接続部密度をサポートするよう幅Ｗ1内に１２個の光フ
ァイバ接続部を支持することができる。さらに、前側開口部２０８Ａ，２０８Ｂは、前側
開口部２０８Ａ，２０８Ｂの幅Ｗ1の６．９ｍｍ当たり少なくとも１個の光ファイバ接続
部という光ファイバ接続部密度をサポートするよう幅Ｗ1内に１２個の光ファイバ接続部
を支持することができる。
【００５０】
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　さらに図２１に示されているように、前側開口部２０８Ａ，２０８Ｂの高さＨ1は、光
ファイバモジュール１９０の本体２１０の前側側部２０２の高さＨ2の少なくとも９０％
であるように設計されるのが良い。このようにすると、前側開口部２０８Ａ，２０８Ｂは
、光ファイバコンポーネント２３を受け入れ、しかも、３個の光ファイバモジュール１９
０を１‐Ｕスペース高さ内に納めることができるのに十分な高さを有する。一例を挙げる
と、高さＨ1は、１２ｍｍ以下又は１０ｍｍ以下であるのが良い。一例を挙げると、高さ
Ｈ1と高さＨ2の比が９０．９％の場合、高さＨ1は、１０ｍｍであり、高さＨ2は、１１ｍ
ｍであるのが良い。
【００５１】
　図２２は、１‐Ｕスペース内に、より多くの数の光ファイバ接続部を支持すると共に高
い接続部密度及び帯域幅をサポートするよう光ファイバ機器トレー２０′内に設けること
ができる別の変形例としての光ファイバモジュール２２０を示している。この実施形態の
光ファイバ機器トレー２０′は、上述した光ファイバ機器トレー２０とほぼ同じであるが
、光ファイバ機器トレー２０′は、５つのモジュールレールガイド３２ではなく、モジュ
ールレールガイド３２を３つしか備えていない。光ファイバ機器トレー２０′は、１‐Ｕ
幅スペースにわたり２つの光ファイバモジュール２２０しか支持しない。光ファイバモジ
ュール２２０は、光ファイバ機器トレー２０′内に配置されるべき光ファイバモジュール
１６０，１９０のそれぞれのチャネル１６２又はレシーバ１９２を提供する必要がない。
図２３は、図２２の光ファイバモジュール２２０の右側正面斜視図である。光ファイバモ
ジュール２２０は、光ファイバ機器トレー２０′内の１組のモジュールレールガイド３２
にわたって嵌まるよう設計されている。図１～図１３の光ファイバモジュール２２のモジ
ュールレール２８Ａ，２８Ｂとほぼ同じモジュール２２５Ａ，２２５Ｂは、光ファイバモ
ジュール２２０の各側部２２８，２３０に設けられており、これらモジュールレールは、
図２２に示されているように光ファイバ機器トレー２０′内のトレーチャネル３０と嵌合
するよう構成されている。
【００５２】
　最高２４個までの光ファイバコンポーネント２３を光ファイバモジュール２２０の前側
側部２３２内に設けることができる。この実施形態では、光ファイバコンポーネント２３
は、最高１２個までのデュプレックスＬＣ光ファイバアダプタで構成され、これらデュプ
レックスＬＣ光ファイバアダプタは、光ファイバモジュール２２０の後側端部２３６内に
設けられた１つの２４心ＭＰＯ光ファイバコネクタ２３４に接続されている。３つの光フ
ァイバトレー２０がシャーシ１２の高さ内に設けられている場合、全部で６個の光ファイ
バモジュール２２０を所与の１‐Ｕスペース内に支持することができる。光ファイバモジ
ュール２２０一個当たり最高２４個までの光ファイバ接続部を支持することは、シャーシ
１２がシャーシ１２内の１‐Ｕスペース内に最高１４４個までの光ファイバ接続部又は７
２個のデュプレックスチャネルを支持することに等しい（即ち、１‐Ｕスペース内におけ
る２４個の光ファイバ接続部×６個の光ファイバモジュール２２０）。シャーシ１２は、
２４個のシンプレックス又は１２個のデュプレックス光ファイバアダプタが光ファイバモ
ジュール２２０内に設けられることにより、１‐Ｕスペース内に最高１４４個までの光フ
ァイバ接続部を支持することができる。光ファイバモジュール２２０一個当たり最高２０
個までの光ファイバ接続部を支持することは、シャーシ１２がシャーシ１２内の１‐Ｕス
ペース内に１２０個の光ファイバ接続部又は６０個のデュプレックスチャネルを支持する
ことに等しい（即ち、１‐Ｕスペース内における２０個の光ファイバ接続部×６個の光フ
ァイバモジュール２２０）。シャーシ１２は又、２０個のシンプレックス又は１０個のデ
ュプレックス光ファイバアダプタが光ファイバモジュール２２０内に設けられることによ
り、１‐Ｕスペース内に最高１２０個までの光ファイバ接続部を支持することができる。
【００５３】
　図２４は、この実施形態における光ファイバモジュール２２０の形状因子を更に示すた
めに光ファイバコンポーネント２３が前側側部２３２内に装入されていない状態の図２２
及び図２３の光ファイバモジュール２２０の正面図である。前側開口部２３８が光ファイ
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バコンポーネント２３を受け入れるよう光ファイバモジュール２２０の本体２４０の前側
側部２３２を貫通して設けられている。前側開口部２３８の幅Ｗ4は、図１３に示されて
いる光ファイバモジュール２２の前側開口部９８の幅Ｗ1の２倍である。前側側部２３２
の幅Ｗ5は、１８８ｍｍであり、これは、図１３に示されている光ファイバモジュール２
２の前側側部９６の幅Ｗ3の約２倍よりも僅かに大きい。高さＨ1，Ｈ2は、図１３に示さ
れている光ファイバモジュール２２の場合と同一である。この実施形態では、前側開口部
２３８の幅Ｗ4は、光ファイバモジュール２２０の本体２４０の前側側部２３２の幅Ｗ5の
少なくとも８５％であるように設計されている。幅Ｗ5に対する幅Ｗ4の割合が高ければ高
いほど、幅Ｗ4を増大させないで光ファイバコンポーネント２３を受け入れるよう前側開
口部２３８に設けられる領域はそれだけ一層広くなる。
【００５４】
　前側開口部２３８の各々の幅Ｗ4は、光ファイバモジュール２２０の本体２４０の前側
側部２３２の幅Ｗ5の８５％以上であるよう設計されている。例えば、幅Ｗ4は、幅Ｗ5の
９０％～９９％であるよう設計されるのが良い。一例を挙げると、幅Ｗ4は、１８０ｍｍ
未満であるのが良い。別の例を挙げると、幅Ｗ4は、１７０ｍｍ未満又は１６０ｍｍ未満
であるのが良い。例えば、幅Ｗ4と幅Ｗ5の比が１６６　２１７１＝９７％の場合、幅Ｗ4

は、１６６ｍｍであり、幅Ｗ5は、１７１ｍｍであるのが良い。この例では、前側開口部
２３８は、前側開口部２３８の幅Ｗ4の７．０ｍｍ当たり少なくとも１個の光ファイバ接
続部という光ファイバ接続部密度をサポートするよう幅Ｗ4内に２４個の光ファイバ接続
部を支持することができる。さらに、前側開口部２３８は、前側開口部２３８の幅Ｗ4の
６．９ｍｍ当たり少なくとも１個の光ファイバ接続部という光ファイバ接続部密度をサポ
ートするよう幅Ｗ4内に２４個の光ファイバ接続部を支持することができる。
【００５５】
　さらに図２４に示されているように、前側開口部２３８の高さＨ1は、光ファイバモジ
ュール２２０の本体２４０の前側側部２３２の高さＨ2の少なくとも９０％であるように
設計されるのが良い。このようにすると、前側開口部２３８は、光ファイバコンポーネン
ト２３を受け入れるのに十分な高さを有し、他方、３個の光ファイバモジュール２２０を
１‐Ｕスペースの高さ内に納めることができる。一例を挙げると、高さＨ1は、１２ｍｍ
以下又は１０ｍｍ以下であるのが良い。一例を挙げると、高さＨ1と高さＨ2の比が９０．
９％の場合、高さＨ1は、１０ｍｍであり、高さＨ2は、１１ｍｍであるのが良い。
【００５６】
　図２５は、上述すると共に光ファイバモジュールを支持するよう示された光ファイバ機
器トレーを有するのが良い別の実施形態としての光ファイバ機器２６０を示している。光
ファイバ機器２６０は、この実施形態では、各々が１つ又は２つ以上の光ファイバモジュ
ールを支持している光ファイバ機器トレーを保持するよう構成された４‐Ｕサイズのシャ
ーシ２６２を有する。支持されている状態の光ファイバ機器トレーは、上述の光ファイバ
機器トレー２０，２０′のうちのどちらであっても良く、ここではこれについて再び説明
しない。支持状態の光ファイバモジュールは、上述の光ファイバモジュール２２，２２′
，２２″，１６０，１９０，２２０のうちのいずれであっても良く、これについてはここ
では再び説明しない。この例では、シャーシ２６２は、各々が光ファイバモジュール２２
を支持することができる１２個の光ファイバ機器トレー２０を支持した状態で示されてい
る。
【００５７】
　上述のトレーガイド５８は、シャーシ２６２内に光ファイバ機器トレー２０のトレーレ
ール５６を支持すると共に各光ファイバ機器トレー２０を別個独立にシャーシ２６２から
伸長させたりこの中に引っ込めたりすることができるようにするようシャーシ２６２内で
用いられている。前側ドア２６４がシャーシ２６２に取り付けられており、この前側ドア
は、シャーシ２６２内に納められた光ファイバ機器トレー２０を固定するようシャーシ２
６２周りで閉じるよう構成されている。また、カバー２６６が光ファイバ機器トレー２０
を固定するようシャーシ２６２に取り付けられている。しかしながら、シャーシ２６２内
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、光ファイバ接続部密度及び接続帯域幅は、１‐Ｕスペース当たり依然として同一である
。光ファイバ接続部密度及び接続帯域幅能力については上述してあり、これらは、図２５
のシャーシ４２６２に同様に適用でき、これらについてはここでは再び説明しない。
【００５８】
　以上要約すると、以下の表は、上述の光ファイバモジュール、光ファイバ機器トレー及
びシャーシの種々の実施形態を採用した１‐Ｕ及び４‐Ｕスペース内で提供可能な光ファ
イバ接続部密度及び帯域幅のうちの幾つかをまとめて記載している。例えば、１つの送信
／受信ペアについて二重化された２本の光ファイバは、ハーフデュプレックスモードにお
いて毎秒１０ギガビット又はフルデュプレックスモードにおいて毎秒２０ギガビットのデ
ータ率に対応することができる。別の例を挙げると、４つの送信／受信ペアについて二重
化された１２心ＭＰＯ光ファイバコネクタ内の８本の光ファイバは、ハーフデュプレック
スモードにおいて毎秒４０ギガビット又はフルデュプレックスモードにおいて毎秒８０ギ
ガビットのデータ率に対応することができる。別の例を挙げると、１０個の送信／受信ペ
アについて２４心ＭＰＯ光ファイバコネクタ内の２０本の光ファイバは、ハーフデュプレ
ックスモードにおいて毎秒１００ギガビット又はフルデュプレックスモードにおいて毎秒
２００ギガビットのデータ率に対応することができる。この表は、例示であり、本明細書
において開示した実施形態は、以下に提供される光ファイバ接続部密度及び帯域幅には限
定されないことに留意されたい。
【００５９】
【表１】

【００６０】
（表続き）
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【００６１】
　シャーシは、上記表中に記載されている任意の量の光ファイバ接続部及び帯域幅をサポ
ートするよう構成されるのが良い。この場合、非限定的な例を挙げると、シャーシは、少
なくとも１つのシンプレックス又はデュプレックス光ファイバコンポーネントの使用に基
づいて、１Ｕスペース当たり少なくとも９８、少なくとも１２０又は少なくとも１４４個
の光ファイバ接続部という光ファイバ接続部密度をサポートするよう構成されるのが良い
。加うるに、シャーシは、少なくとも１つの１２心光ファイバコンポーネントの使用に基
づいて、１Ｕスペース当たり少なくとも４３４個又は少なくとも５７６個の光ファイバ接
続部という光ファイバ接続部密度をサポートするよう構成されるのが良い。さらに、シャ
ーシは、少なくとも１つの２４心光ファイバコンポーネントの使用に基づいて１Ｕスペー
ス当たり少なくとも８６６個、１Ｕスペース当たり少なくとも１１５２個の光ファイバ接
続部のうちの少なくとも一方の光ファイバ接続部密度をサポートするよう構成されるのが
良い。
【００６２】
　別の非限定的な例として、シャーシは、少なくとも１つのシンプレックス光ファイバコ
ンポーネント又は少なくとも１つのデュプレックス光ファイバコンポーネントを使用して
、１Ｕスペース当たり毎秒少なくとも９６２ギガビット、１Ｕスペース当たり毎秒少なく
とも１２００ギガビット及び１Ｕスペース当たり毎秒少なくとも１４４０ギガビットのう
ちの１つのフルデュプレックス接続帯域幅をサポートするよう構成されるのが良い。加う
るに、シャーシは、少なくとも１つの１２心光ファイバコンポーネントを使用して、１Ｕ
スペース当たり毎秒少なくとも４３２２ギガビット、１Ｕスペース当たり毎秒少なくとも
４８００ギガビット及び１Ｕスペース当たり毎秒少なくとも５７６０ギガビットのフルデ
ュプレックス接続帯域幅をサポートするよう構成されるのが良い。さらに、シャーシは、
１Ｕスペース当たり毎秒少なくとも８６４２ギガビットのフルデュプレックス接続帯域幅
をサポートするよう構成されるのが良い。
【００６３】
　上記説明及び関連の図面に提供された教示の恩恵を受ける本発明と関連した当業者であ
れば、本明細書において説明した本発明の多くの改造例及び他の実施形態を想到できよう
。これら改造としては、光ファイバ機器、光ファイバ機器引出し、光ファイバ機器引出し
に組み込まれる特徴の数又は形式が挙げられるが、これらには限定されず、このような特
徴としては、保持特徴、引き抜き距離特徴、傾き特徴及び／又は傾き制限特徴が挙げられ
るが、これらには限定されない。１‐Ｕ、２‐Ｕ及び４‐Ｕサイズを含む（これらには限
定されない）任意サイズの機器は、上述の特徴のうちの幾つか又は全てを含むことができ
、このような特徴としては、本明細書において開示した光ファイバ機器引出し（傾斜可能
なタイプと傾斜できないタイプの両方）、光ファイバ機器トレー及び光ファイバモジュー
ル並びにこれらの特徴のうちの幾つか又は全てが挙げられるが、これらには限定されない
。さらに、改造は、光ファイバ機器トレーの形式又は光ファイバ機器トレー内に設置され
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ュールは、任意の光ファイバ接続形式を含むことができ、このような光ファイバ接続形式
としては、光ファイバコネクタ及びアダプタ並びに光ファイバ接続の数、密度等が挙げら
れるが、これらには限定されない。
【００６４】
　さらに、本明細書において用いられる「光ファイバケーブル」及び／又は「光ファイバ
」という用語は、全ての形式のシングルモード及びマルチモード導波路を含み、このよう
な導波路としては、アップコード付き、色分け、バッファ型、リボン型のものであるのが
良く且つ／或いはケーブル内の他の組織化又は保護構造体、例えば１本又は２本以上の管
、抗張力体、ジャケット等を有する１本又は２本以上の光ファイバが挙げられる。同様に
、適当な光ファイバの他の形式としては、曲げ不敏感性光ファイバ又は光信号を伝送する
ための媒体の任意他の手段が挙げられる。曲げ不敏感性光ファイバの一例は、コーニング
・インコーポレイテッド（Corning Incorporated）から市販されているClearCurve（登録
商標）マルチモードファイバである。
【００６５】
　したがって、実施形態は、開示した特定の実施形態には限定されず、改造例及び他の実
施形態は、添付の特許請求の範囲に記載された本発明の範囲に含まれるものであることは
理解されるべきである。実施形態は、これらが特許請求の範囲に記載された本発明の範囲
及びその均等範囲に属する限り、本発明の改造例及び変形例を包含するものである。特定
の用語を本明細書において採用したが、特定の用語は、本発明を限定する目的ではなく、
一般的且つ説明的な意味でのみ用いられている。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図２４】 【図２５】

【手続補正書】
【提出日】平成24年2月21日(2012.2.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光ファイバ装置であって、
　シャーシを有し、
　該シャーシは、少なくとも１つのシンプレックス光ファイバコンポーネント又はデュプ
レックス光ファイバコンポーネントの使用に基づいて、１‐Ｕスペース当たり少なくとも
９８個の光ファイバ接続部、１‐Ｕスペース当たり少なくとも１２０個の光ファイバ接続
部、及び１‐Ｕスペース当たり１４４個の光ファイバ接続部のうちの１つの光ファイバ接
続部密度をサポートするよう構成されている、
　ことを特徴とする光ファイバ装置。
【請求項２】
　前記少なくとも１つのシンプレックス光ファイバコンポーネント又はデュプレックス光
ファイバコンポーネントは、少なくとも１つのシンプレックス光ファイバコネクタ若しく
はデュプレックス光ファイバコネクタ又は少なくとも１つのシンプレックス光ファイバア
ダプタ若しくはデュプレックス光ファイバアダプタで構成されている、
　請求項１記載の光ファイバ装置。
【請求項３】
　光ファイバ装置であって、
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　シャーシを有し、
　該シャーシは、少なくとも１つの多心コンポーネントの使用に基づいて、１‐Ｕスペー
ス当たり少なくとも４３４個の光ファイバ接続部、１‐Ｕスペース当たり少なくとも５７
６個の光ファイバ接続部、１‐Ｕスペース当たり少なくとも８６６個の光ファイバ接続部
、及び１‐Ｕスペース当たり少なくとも１１５２個の光ファイバ接続部のうちの１つの光
ファイバ接続部密度をサポートするよう構成されている、
　ことを特徴とする光ファイバ装置。
【請求項４】
　前記少なくとも１つの多心コンポーネントは、少なくとも１つの１２心コネクタ又は少
なくとも１つの１２心アダプタで構成されている、
　請求項３記載の光ファイバ装置。
【請求項５】
　前記少なくとも１つの多心コンポーネントは、少なくとも１つの２４心コネクタ又は少
なくとも１つの２４心アダプタで構成されている、
　請求項３記載の光ファイバ装置。
【請求項６】
　光ファイバ装置であって、
　シャーシを有し、
　該シャーシは、少なくとも１つのシンプレックス光ファイバコンポーネント又は少なく
とも１つのデュプレックス光ファイバコンポーネントを使用して、１‐Ｕスペース当たり
毎秒少なくとも９６２ギガビット、１‐Ｕスペース当たり毎秒少なくとも１２００ギガビ
ット、及び１‐Ｕスペース当たり毎秒少なくとも１４４０ギガビットのうちの１つのフル
デュプレックス接続帯域幅をサポートするよう構成されている、
　光ファイバ装置。
【請求項７】
　前記少なくとも１つのシンプレックス光ファイバコンポーネント又はデュプレックス光
ファイバコンポーネントは、少なくとも１つのシンプレックス光ファイバコネクタ若しく
はデュプレックス光ファイバコネクタ又は少なくとも１つのシンプレックス光ファイバア
ダプタ又はデュプレックス光ファイバアダプタで構成されている、
　請求項６記載の光ファイバ装置。
【請求項８】
　光ファイバ装置であって、
　シャーシを有し、
　該シャーシは、少なくとも１つの多心コンポーネントを使用して、１‐Ｕスペース当た
り毎秒少なくとも４３２２ギガビット、１‐Ｕスペース当たり毎秒少なくとも４８００ギ
ガビット、１‐Ｕスペース当たり毎秒少なくとも５７６０ギガビット、及び１‐Ｕスペー
ス当たり毎秒少なくとも８６４２ギガビットのうちの１つのフルデュプレックス接続帯域
幅をサポートするよう構成されている、
　ことを特徴とする光ファイバ装置。
【請求項９】
　前記少なくとも１つの多心コンポーネントは、少なくとも１つの１２心コネクタ又は少
なくとも１つの１２心アダプタで構成されている、
　請求項８記載の光ファイバ装置。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つの多心コンポーネントは、少なくとも１つの２４心コネクタ又は少
なくとも１つの２４心アダプタで構成されている、
　請求項８記載の光ファイバ装置。
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