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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数本の光ファイバを収容する筒状のファイバ収容部と、
　前記ファイバ収容部の軸線方向一端から前記軸線方向一端の側方へ延出する複数のファ
イバガイド部と、を備え、
　前記複数のファイバガイド部は、前記ファイバ収容部から前記ファイバ収容部の軸線の
回りの互いに異なる方向へ延出し、
　前記複数のファイバガイド部には、前記光ファイバを収容可能であって、前記ファイバ
収容部の内側空間と連通するガイド溝が形成され、
　前記複数のファイバガイド部の前記ガイド溝は、前記ガイド溝の延在方向全長にわたっ
て前記ファイバ収容部の軸線方向他端とは反対の側に開口し、
　前記ファイバ収容部の軸線方向一端から延出させた前記光ファイバを前記複数のファイ
バガイド部の前記ガイド溝に選択的に収容可能であり、かつ、前記ガイド溝に収容された
前記光ファイバを他の前記ガイド溝へ入れ替え可能であることを特徴とする整線部材。
【請求項２】
　前記複数のファイバガイド部には、前記ガイド溝の延在方向全長にわたって前記光ファ
イバを湾曲させる湾曲壁が設けられていることを特徴とする請求項１に記載の整線部材。
【請求項３】
　前記ファイバ収容部には、前記軸線に沿う方向に前記光ファイバを保持可能であって、
前記ファイバ収容部の軸線方向に延在するファイバ保持溝が設けられていることを特徴と
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する請求項１又は２に記載の整線部材。
【請求項４】
　多心光ファイバの先端に設けられた多心光コネクタが接続される分岐用光コネクタを更
に備えることを特徴とする請求項３に記載の整線部材。
【請求項５】
　前記ファイバ収容部は、光ファイバテープ心線から前記複数本の光ファイバを分岐させ
たファイバ分岐部を支持する分岐部支持部を有することを特徴とする請求項１又は２に記
載の整線部材。
【請求項６】
　請求項１から５の何れか一項に記載の整線部材と、
　前記整線部材の前記ファイバガイド部から延出する光ファイバの先端の光コネクタが接
続されるアダプタ配列部と、
　前記整線部材の前記ファイバガイド部から延出する光ファイバのうち、どこにも接続さ
れていない接続待機状態の光ファイバの先端の前記光コネクタを保留する光コネクタ保留
部と、
　を備えることを特徴とする光配線ユニット。
【請求項７】
　複数の前記整線部材の前記ファイバガイド部が階段状をなすよう前記複数の整線部材を
支持する整線部材支持部材を更に備えることを特徴とする請求項６に記載の光配線ユニッ
ト。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、整線部材および光配線ユニットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、複数本の光ファイバを複数の方向に案内する整線部材としては、例えば特許文献
１～３に開示されたものがある。
　特許文献１の図５に記載の整線部材（整列エレメント）は、光ファイバ（スプリッタモ
ジュール１１から延びるジャンパコード６）が通されるジャンパコード保持部と、ジャン
パコード保持部に通されたジャンパコードのうちの保留コードを保持する保留コード保持
部及び現用コードを保持する現用コード保持部と、を備えたものである。
　特許文献２及び３の図３、図４には、略コの字形状あるいは略口形状に形成された整線
部材（整列部材）が開示されている。この整線部材には、光ファイバ（光ファイバコード
１０４）が通される入口側の光ファイバコード通過口（以下「入口側光ファイバ通過口」
という。）と、複数の出口側の光ファイバコード通過口（以下「出口側光ファイバ通過口
」という。）と、が形成されている。この整線部材では、入口側光ファイバ通過口に通さ
れた光ファイバを、略コの字形状あるいは略口形状の整線部材内側の空間を介して複数の
出口側光ファイバ通過口へ振り分け配線できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－１３３６３４号公報
【特許文献２】特許第４１８７７７５号公報
【特許文献３】特許第３９０８１８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１の図５に記載の整線部材（整列エレメント）は、現用コード保持部が設けら
れた取付部（符号１７）と、保留コード保持部が設けられたＬ字形のコード振り分け部（
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符号１８）とを有する。この整線部材において、現用コード及び保留コードは、取付部と
コード振り分け部との間の空間（以下「振り分け用空間」という。）を介して現用コード
保持部と保留コード保持部とに振り分け配線される。しかし、振り分け用空間には手指を
入れにくく、振り分け用空間におけるコード同士の絡まり解消等の配線処理を行うことが
容易ではない。このため、特許文献１の図５に記載の整線部材では、保留コード保持部と
現用コード保持部との間での光ファイバの入れ替えの際に、光ファイバ同士の絡まり解消
に手間が掛かることがあった。
　特許文献２及び３の図３、図４に記載の整線部材（整列部材）では、入口側光ファイバ
通過口に通された複数本の光ファイバを、入口側光ファイバ通過口から離隔させて設けら
れた２つの出口側光ファイバ通過口に振り分け配線できる。しかし、入口側光ファイバ通
過口と各出口側光ファイバ通過口との間の空間（以下「振り分け用空間」という。）には
手指を入れにくく、振り分け用空間における光ファイバ同士の絡まり解消等の処理を行う
ことが容易ではない。このため、特許文献２及び３の図３、図４に記載の整線部材では、
複数の出口側光ファイバ通過口間での光ファイバの入れ替えの際に、光ファイバ同士の絡
まり解消に手間が掛かることがあった。
【０００５】
　本発明はこのような事情を考慮してなされたもので、光ファイバの配線方向を変更する
際の光ファイバ同士の絡まりを容易に解消でき、配線方向変更の作業を効率よく行える整
線部材およびそれを用いた光配線ユニットの提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明の第１の態様は、複数本の光ファイバを収容する筒
状のファイバ収容部と、前記ファイバ収容部の軸線方向一端から前記軸線方向一端の側方
へ延出する複数のファイバガイド部と、を備え、前記複数のファイバガイド部は、前記フ
ァイバ収容部から前記ファイバ収容部の軸線の回りの互いに異なる方向へ延出し、前記複
数のファイバガイド部には、前記光ファイバを収容可能であって、前記ファイバ収容部の
内側空間と連通するガイド溝が形成され、前記複数のファイバガイド部の前記ガイド溝は
、前記ガイド溝の延在方向全長にわたって前記ファイバ収容部の軸線方向他端とは反対の
側に開口し、前記ファイバ収容部の軸線方向一端から延出させた前記光ファイバを前記複
数のファイバガイド部の前記ガイド溝に選択的に収容可能であり、かつ、前記ガイド溝に
収容された前記光ファイバを他の前記ガイド溝へ入れ替え可能であることを特徴とする整
線部材である。
　本発明の第２の態様は、前記複数のファイバガイド部には、前記ガイド溝の延在方向全
長にわたって前記光ファイバを湾曲させる湾曲壁が設けられていることを特徴とする請求
項１に記載の整線部材である。
　本発明の第３の態様は、前記ファイバ収容部には、前記軸線に沿う方向に前記光ファイ
バを保持可能であって、前記ファイバ収容部の軸線方向に延在するファイバ保持溝が設け
られていることを特徴とする請求項１又は２に記載の整線部材である。
　本発明の第４の態様は、多心光ファイバの先端に設けられた多心光コネクタが接続され
る分岐用光コネクタを更に備えることを特徴とする請求項３に記載の整線部材である。
　本発明の第５の態様は、前記ファイバ収容部は、光ファイバテープ心線から前記複数本
の光ファイバを分岐させたファイバ分岐部を支持する分岐部支持部を有することを特徴と
する請求項１又は２に記載の整線部材である。
　本発明の第６の態様は、請求項１から５の何れか一項に記載の整線部材と、前記整線部
材の前記ファイバガイド部から延出する光ファイバの先端の光コネクタが接続されるアダ
プタ配列部と、前記整線部材の前記ファイバガイド部から延出する光ファイバのうち、ど
こにも接続されていない接続待機状態の光ファイバの先端の前記光コネクタを保留する光
コネクタ保留部と、を備えることを特徴とする光配線ユニットである。
　本発明の第７の態様は、複数の前記整線部材の前記ファイバガイド部が階段状をなすよ
う前記複数の整線部材を支持する整線部材支持部材を更に備えることを特徴とする請求項
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６に記載の光配線ユニットである。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の一態様に係る整線部材および光配線ユニットによれば、光ファイバの配線方向
を変更する際の光ファイバ同士の絡まりを容易に解消でき、配線方向変更の作業を効率よ
く行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】実施形態に係る光接続箱の模式図である。
【図２】実施形態に係る複数の整線部材の保持状態を示す側面図である。
【図３】実施形態に係る整線部材の分解斜視図である。
【図４】図１の整線部材のファイバ収容部のカバー部材を取り外した状態を示す正面図で
ある。
【図５】実施形態の変形例に係る整線部材の斜視図である。
【図６】実施形態の変形例に係る分岐部支持部を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。なお、以下の説明では、発
明を理解し易くするために、適宜構成部品の一部を省略したり、形状を単純化したり、縮
尺を変更したりする等、図示を簡略化していることがある。また、ＸＹＺ直交座標系を設
定して各構成の位置関係を説明する。ＸＹＺ直交座標系において、Ｘ方向を左右方向、Ｙ
方向を前後方向、Ｚ方向を上下方向として説明する。
【００１０】
＜光配線ユニット全体＞
　図１は、光配線ユニットの一例として、実施形態に係る整線部材１を備えた光接続箱１
００を示す。図１に示すように、光接続箱１００は、光コネクタアダプタ１１１が複数配
列設置されたアダプタ配列部１１０と、複数の整線部材１を支持部材１３０（以下「整線
部材支持部材１３０」ともいう。）に支持した整線部材ユニット１０１と、光コネクタ保
留部１２０と、これらを収容する筐体１４０と、筐体１４０の前方を開閉可能とする蓋部
１５０と、を有する。図１においては、筐体１４０の前方が開いている状態を示している
。
【００１１】
＜筐体＞
　筐体１４０は、前方を開放する矩形箱状をなしている。筐体１４０は、アダプタ配列部
１１０および整線部材支持部材１３０が設けられる矩形状の背板１４１と、背板１４１の
外周端につながるとともに矩形枠状をなす枠状部１４２と、を備える。
【００１２】
　枠状部１４２は、左右に長手を有し上下に厚みを有する板状をなし且つ背板１４１の上
端につながる上板１４３と、上板１４３と同形状をなし背板１４１の下端につながる下板
１４４と、上下に長手を有し左右に厚みを有する板状をなし且つ背板１４１の左端につな
がる左板１４５と、左板１４５と同形状をなし背板１４１の右端につながる右板１４６と
、を備える。
【００１３】
　下板１４４には、光ファイバケーブル２０が挿通される複数のケーブル挿通孔１４４ａ
が形成されている。下板１４４には、光ファイバケーブル２０から引き出された光ファイ
バ２１（以下「ケーブル側光ファイバ２１」という。）と、光ファイバコード３０から引
き出された光ファイバ３１（以下「コード側光ファイバ３１」という。）と、を互いに接
続（光接続）した接続部を収容するトレイ１６０が載置されている。
【００１４】
　図１のケーブル側光ファイバ２１及びコード側光ファイバ３１は、心数が互いに同じ光
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ファイバテープ心線である。
　光ファイバコード３０（多心光ファイバ、多心光ファイバコード）の、ケーブル側光フ
ァイバ２１と接続された側とは反対側の端部には、コード側光ファイバ３１をコネクタ接
続可能に成端する光コネクタ３５（多心光コネクタ、図４参照）が設けられている。ケー
ブル側光ファイバ２１と光接続された光ファイバコード３０を、以下「成端光ファイバコ
ード３０」ともいう。
【００１５】
＜蓋部＞
　蓋部１５０は、枠状部１４２の外形よりもやや小さい矩形板状をなしている。蓋部１５
０は、上下一対のヒンジ部１５１を介して枠状部１４２に連結されている。蓋板には、光
コネクタ保留部１２０が設けられている。
【００１６】
＜アダプタ配列部＞
　アダプタ配列部１１０は、背板１４１の上部かつ左寄りに配置されている。アダプタ配
列部１１０の光コネクタアダプタ１１１には、整線部材ユニット１０１の整線部材１から
延出された光ファイバ１０の先端に設けられた光コネクタ１１が挿脱可能に嵌合される。
整線部材１から延出された光ファイバ１０は、その先端の光コネクタ１１をアダプタ配列
部１１０の光コネクタアダプタ１１１に挿入、嵌合することで、光コネクタアダプタ１１
１内にて別の光ファイバ（不図示）とコネクタ接続（光接続）される。実施形態において
、光コネクタアダプタ１１１は、光コネクタ１１と係脱可能に係合する係止爪（不図示）
を内部に有する筒状部材である。
【００１７】
　整線部材１から延出された光ファイバ１０のうち、アダプタ配列部１１０の光コネクタ
アダプタ１１１にて別の光ファイバ（不図示、通信用光ファイバ）とコネクタ接続（光接
続）された光ファイバ１０を、以下「運用光ファイバ１０」ともいう。
【００１８】
　実施形態において、光ファイバ１０は、単心光ファイバ心線が収容された単心光ファイ
バコードである。光ファイバ１０の先端のコネクタ１１は、例えば、ＳＣ形光コネクタ（
ＪＩＳ　Ｃ　５９７３に規定されるＦ０４形光コネクタの適合品、或いはＩＥＣ　６１７
５４‐４(又はＩＥＣ　６１７５４‐１４)適合品）、ＭＵ形光コネクタ（ＪＩＳ　Ｃ　５
９８３に規定されるＦ１４形光コネクタの適合品、或いはＩＥＣ　６１７５４－６適合品
）などの単心用光コネクタが用いられる。
【００１９】
　光ファイバ１０は、アダプタ配列部１１０の複数の光コネクタアダプタ１１１に対する
光コネクタ１１の挿脱によって、各光コネクタアダプタ１１１に設けられた別の光ファイ
バ（不図示）に対して切替接続可能なジャンパコード１０である。以下、光ファイバ１０
を「ジャンパコード１０」ともいう。
【００２０】
＜光コネクタ保留部＞
　光コネクタ保留部１２０は、蓋部１５０の上部かつ左寄りに配置されている。光コネク
タ保留部１２０は、アダプタ配列部１１０と実質的に同じ高さに配置されている。
【００２１】
　光コネクタ保留部１２０は、整線部材１から延出された光ファイバ１０のうち、どこに
もコネクタ接続（光接続）されていない光ファイバ１０の先端の光コネクタ１１を保留す
る。以下、光コネクタ保留部１２０に保留された光コネクタ１１を「保留光コネクタ１１
」、保留光コネクタ１１が先端に設けられた光ファイバ１０を「保留光ファイバ１０」と
もいう。なお、保留光ファイバ１０は、整線部材１のファイバガイド部５０（図２参照）
から延出する光ファイバ１０のうち、どこにも接続されていない「接続待機状態の光ファ
イバ１０」に相当する。
【００２２】
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　光コネクタ保留部１２０には、保留光コネクタ１１が嵌合される複数のコネクタ保留部
材１２１が設けられている。図１のコネクタ保留部材１２１は、光コネクタアダプタ１１
１と同様、光コネクタ１１と係脱可能に係合する係止爪（不図示）を内部に有する筒状部
材である。
【００２３】
＜整線部材＞
　図４に示すように、整線部材１は、Ｔ字状をなしている。整線部材１は、複数本の光フ
ァイバ１０を収容する筒状のファイバ収容部４０と、ファイバ収容部４０の軸線方向一端
（上端）から軸線方向一端の側方へ延出する複数のファイバガイド部５０と、複数本の光
ファイバ１０の先端（光コネクタ１１の側とは反対側の端）をコネクタ接続可能に成端す
る多心光コネクタ６１と、を備える。
【００２４】
　多心光コネクタ６１は、成端光ファイバコード３０の先端の光コネクタ３５との突き合
わせ接続によって、コード側光ファイバ３１である光ファイバテープ心線と複数本の単心
光ファイバとの光接続を実現する。以下、整線部材１のファイバ収容部４０に設けられた
多心光コネクタ６１を「分岐用光コネクタ６１」ともいう。
【００２５】
＜ファイバ収容部＞
　ファイバ収容部４０は、上下に延びる筒状をなしている。図３に示すように、具体的に
、ファイバ収容部４０は、前方を開口させた収容部本体４１と、収容部本体４１を前方か
ら覆うカバー部材４６と、を備える。
【００２６】
　収容部本体４１は、上下に長手を有し前後に厚みを有する板状をなす背板部４２と、背
板部４２の左右端から前方に延出する左右一対の側板部４３と、を備える。背板部４２と
左右一対の側板部４３との境界部分には、上下一対の係止孔４１ａが形成されている。
【００２７】
　カバー部材４６は、上下に長手を有し前後に厚みを有する板状をなすカバー本体４７と
、カバー本体４７から後方に延出する上下一対の延出片４８と、を備える。上下一対の延
出片４８の先端（後端）には、収容部本体４１に形成された上下一対の係止孔４１ａに挿
通して係止部４１ｂに係脱可能な係止爪４８ａが形成されている。カバー部材４６は、上
下一対の係止爪４８ａによって収容部本体４１に着脱自在に取り付けられる。
【００２８】
　図４に示すように、ファイバ収容部４０には、複数本の光ファイバ１０が収容されてい
る。ファイバ収容部４０には、軸線Ｌに沿う方向に光ファイバ１０を保持可能であって、
ファイバ収容部４０の軸線方向に延在するファイバ保持溝４４が設けられている。ファイ
バ保持溝４４は、ファイバ収容部４０の軸線方向一端寄りにおいて上下に並んで配置され
た上溝４４ａおよび下溝４４ｂを有する。
【００２９】
　上溝４４ａおよび下溝４４ｂは、具体的には、ファイバ収容部４０の背板部４２からフ
ァイバ収容部４０の内側に突出された突板部４５の突端（前端）から背板部４２側へ窪ん
で形成されている。図中符号４５ａは上溝４４ａが形成された上突板部、図中符号４５ｂ
は下溝４４ｂが形成された下突板部をそれぞれ示す。
【００３０】
　上溝４４ａおよび下溝４４ｂは、光ファイバ１０を上下に沿わせるとともに、左右に間
隔をあけて複数配置されている。実施形態において、上溝４４ａおよび下溝４４ｂは、左
右に間隔をあけて３つ配置されている。上溝４４ａの溝幅は、下溝４４ｂの溝幅よりも大
きい。言いかえると、上溝４４ａは、ジャンパコード１０（単心光ファイバコード）を保
持可能な溝幅を有する。一方、下溝４４ｂは、ジャンパコード１０の単心光ファイバ心線
を保持可能な溝幅を有する。光ファイバ１０は、上溝４４ａよりも下方の部分において単
心光ファイバ心線を露出させている。
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【００３１】
＜分岐用光コネクタ＞
　分岐用光コネクタ６１は、ファイバ収容部４０の下部に配置されている。分岐用光コネ
クタ６１は、下溝４４ｂから下方に延びる単心光ファイバ心線の先端（下端）に設けられ
ている。実施形態において、分岐用光コネクタ６１は、光ファイバテープ心線を複数本（
図では４本）の単心光ファイバ心線に分岐する分岐部として機能する。図４の分岐用光コ
ネクタ６１は、具体的には、ＭＴ形光コネクタ（ＪＩＳ　Ｃ　５９８１に規定されるＦ１
２形光コネクタの適合品、或いはＩＥＣ　６１７５４‐５適合品）が用いられる。
【００３２】
　分岐用光コネクタ６１には、成端光ファイバコード３０の先端の光コネクタ３５に形成
されたガイドピン穴（不図示）に挿入、嵌合される一対のガイドピン６１ａが設けられて
いる。
【００３３】
　図４の成端光ファイバコード３０の先端の光コネクタ３５を、以下「多心コード成端コ
ネクタ３５」ともいう。図４の多心コード成端コネクタ３５は、ＭＰＯ形光コネクタ（Ｊ
ＩＳ　Ｃ５９８２に制定されるＦ１３形光コネクタの適合品、或いはＩＥＣ　６１７５４
－７適合品）である。
【００３４】
　分岐用光コネクタ６１は、多心コード成端コネクタ３５（図示例ではＭＰＯ形光コネク
タ）が挿入嵌合されるハウジング６２（以下「レセプタクルハウジング６２」ともいう。
）内に収容されている。分岐用光コネクタ６１と、分岐用光コネクタ６１とを収容するハ
ウジング６２とは、多心コード成端コネクタ３５を挿入嵌合可能な光コネクタレセプタク
ル６０を構成する。分岐用光コネクタ６１は、光コネクタレセプタクル６０のフェルール
として機能する。分岐用光コネクタ６１は、レセプタクルハウジング６２の内側のコネク
タ嵌合凹部のその開口部６２ａから見て奥側に配置されている。
【００３５】
　光コネクタレセプタクル６０は、ファイバ収容部４０内に収容されている。光コネクタ
レセプタクル６０は、その周囲のファイバ収容部４０の壁部（例えば、係止孔４１ａの形
成壁など）によって、ファイバ収容部４０に固定してファイバ収容部４０に組込まれてい
る。多心コード成端コネクタは、レセプタクルハウジング６２のコネクタ嵌合凹部にその
開口部６２ａから挿入してレセプタクルハウジング６２に嵌合され、分岐用光コネクタ６
１に突き合わせ接続される。
【００３６】
　光コネクタレセプタクル６０は、分岐用光コネクタ６１を弾性付勢して、分岐用光コネ
クタ６１と、分岐用光コネクタ６１に突き合わせ接続した多心コード成端コネクタ３５と
に突き合わせ力を与えるスプリング６３、及びガイドピン６１ａを固定したピンクランプ
６４も有している。スプリング６３及びピンクランプ６４は、分岐用光コネクタ６１の下
端の突き合わせ接合用の接合端面とは反対の上側に配置してレセプタクルハウジング６２
に収容されている。ピンクランプ６４は、ガイドピン６１ａの分岐用光コネクタ６１から
その接合端面側に突出された先端側とは反対の後端部に固定されている。スプリング６３
は、ピンクランプ６４の上側に配置され、ピンクランプ６４を介して分岐用光コネクタ６
１を弾性付勢する。
【００３７】
　ジャンパコード１０の単心光ファイバ心線は、分岐用光コネクタ６１の上端面からレセ
プタクルハウジング６２上端部の不図示の開口部を介して、レセプタクルハウジング６２
のコネクタ嵌合凹部の開口部６２ａとは反対の上側へ延出されている。
　なお、多心コード成端コネクタ３５は、ＭＰＯ形光コネクタに限定されず、ＭＴＲＪ形
光コネクタ（ＪＩＳ　Ｃ５９８８に制定されるＦ１９形光コネクタの適合品、或いはＩＥ
Ｃ　６１７５４－１８適合品）なども採用可能である。
【００３８】
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＜ファイバガイド部＞
　複数のファイバガイド部５０は、ファイバ収容部４０からファイバ収容部４０の軸線Ｌ
の回りの互いに異なる方向へ延出している、実施形態において、複数（２つ）のファイバ
ガイド部５０は、ファイバ収容部４０の軸線方向一端（上端）から軸線方向一端の左右側
方へ延出している。
【００３９】
　図３に示すように、複数のファイバガイド部５０には、光ファイバ１０を収容可能であ
って、ファイバ収容部４０の内側空間Ｓと連通するガイド溝５１が形成されている。複数
のファイバガイド部５０のガイド溝５１は、ガイド溝５１の延在方向全長にわたってファ
イバ収容部４０の軸線方向他端とは反対の側（上側）に開口している、すなわち、複数の
ファイバガイド部５０のガイド溝５１は、それぞれ上方（同じ方向）に開口している。
【００４０】
　複数のファイバガイド部５０のガイド溝５１がそれぞれ同じ方向に開口することによっ
て、ファイバ収容部４０の軸線方向一端から延出させた光ファイバ１０を複数のファイバ
ガイド部５０のガイド溝５１に選択的に収容可能とされている。加えて、ガイド溝５１に
収容された光ファイバ１０を他のガイド溝５１へ入れ替え可能とされている。
【００４１】
　実施形態において、左側のファイバガイド部５０Ｌのガイド溝５１に収容された光ファ
イバ１０は、アダプタ配列部１１０（図１参照）に向かう。すなわち、左側のファイバガ
イド部５０Ｌのガイド溝５１に収容された光ファイバ１０は、運用光ファイバ１０として
機能する。
　一方、右側のファイバガイド部５０Ｒのガイド溝５１に収容された光ファイバ１０は、
光コネクタ保留部１２０（図１参照）に向かう。すなわち、右側のファイバガイド部５０
Ｒのガイド溝５１に収容された光ファイバ１０は、保留光ファイバ１０として機能する。
　図においては、左側のファイバガイド部５０Ｌのガイド溝５１には３本の光ファイバ１
０が収容され、右側のファイバガイド部５０Ｒのガイド溝５１には１本の光ファイバ１０
が収容されている様子を示している。
【００４２】
　複数のファイバガイド部５０には、ガイド溝５１の延在方向全長にわたって光ファイバ
１０を湾曲させる湾曲壁５２が設けられている。湾曲壁５２は、上方に凸をなす緩やかな
円弧状を有している。湾曲壁５２の一端は、左右の上溝４４ａの側壁に連なっている。図
４の前面視で、湾曲壁５２は、左右の上溝４４ａの側壁を起点として上側ほど左右外方に
位置するように緩やかに湾曲した後、左右外側ほど下方に位置するように緩やかに湾曲し
ている。
【００４３】
　なお、図中符号７１はガイド溝５１に収容されている光ファイバの側方を覆う左右一対
のキャッチャ部材、図中符号７２は整線部材１を整線部材支持部材１３０に係止させる係
止爪７２ａを有する左右一対の係止部をそれぞれ示している。例えば、キャッチャ部材７
１は、ヒンジ部７１ａを起点に傾動可能な係止片７１ｂによってファイバガイド部５０に
着脱自在に取り付けられる。
【００４４】
＜整線部材支持部材＞
　図１に示すように、整線部材支持部材１３０は、背板１４１の上部かつ右寄りに配置さ
れている。整線部材支持部材１３０は、アダプタ配列部１１０と光コネクタ保留部１２０
との間に配置されている。図２に示すように、整線部材支持部材１３０は、複数の整線部
材１のファイバガイド部５０が階段状をなすように複数の整線部材１を保持する。
【００４５】
　整線部材支持部材１３０は、複数の整線部材１を保持する左右一対の保持壁１３１を備
える。左右一対の保持壁１３１は、複数の整線部材１を保持する保持壁本体１３２と、保
持壁本体１３２と背板１４１とを連結する連結壁１３３と、を備える。
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【００４６】
　図２の側面視で、保持壁本体１３２は、前側ほど下方に位置するように傾斜する傾斜壁
１３４を備える。傾斜壁１３４には、整線部材１の係止爪７２ａ（図３参照）が挿し込ま
れる複数の挿込孔１３４ａが形成されている。
【００４７】
　連結壁１３３は、上下に長手を有し前後に厚みを有する長方形板状をなし且つ保持壁本
体１３２の後端につながっている。例えば、連結壁１３３は、ボルト等の締結部材（不図
示）によって筐体１４０の背板１４１に締結固定されている。
【００４８】
　以上説明したように、上記実施形態の整線部材１は、複数本の光ファイバ１０を収容す
る筒状のファイバ収容部４０と、ファイバ収容部４０の軸線方向一端から軸線方向一端の
側方へ延出する複数のファイバガイド部５０と、を備え、複数のファイバガイド部５０は
、ファイバ収容部４０からファイバ収容部４０の軸線Ｌの回りの互いに異なる方向へ延出
し、複数のファイバガイド部５０には、光ファイバ１０を収容可能であって、ファイバ収
容部４０の内側空間Ｓと連通するガイド溝５１が形成され、複数のファイバガイド部５０
のガイド溝５１は、ガイド溝５１の延在方向全長にわたってファイバ収容部４０の軸線方
向他端とは反対の側に開口し、ファイバ収容部４０の軸線方向一端から延出させた光ファ
イバ１０を複数のファイバガイド部５０のガイド溝５１に選択的に収容可能であり、かつ
、ガイド溝５１に収容された光ファイバ１０を他のガイド溝５１へ入れ替え可能である。
【００４９】
　この構成によれば、複数のファイバガイド部５０のガイド溝５１が、ガイド溝５１の延
在方向全長にわたってファイバ収容部４０の軸線方向他端とは反対の側に開口することで
、複数のファイバガイド部５０のガイド溝５１が互いに異なる方向に開口する場合と比較
して、ファイバ収容部４０の軸線方向一端から延出させた光ファイバ１０を複数のファイ
バガイド部５０のガイド溝５１に選択的に収容する際、光ファイバ１０の引き回しが容易
となる。加えて、ガイド溝５１に収容された光ファイバ１０を他のガイド溝５１へ入れ替
える際、光ファイバ１０の引き回しが容易となる。具体的に、ガイド溝５１の開口側から
見たときに、全ガイド溝５１を目視可能であり、全ガイド溝５１に手指を入れることが容
易となる。したがって、光ファイバ１０の配線方向を変更する際の光ファイバ１０同士の
絡まりを容易に解消でき、配線方向変更の作業を効率よく行うことができる。さらに、光
ファイバ１０を傷めることもない。
【００５０】
　また、複数のファイバガイド部５０には、ガイド溝５１の延在方向全長にわたって光フ
ァイバ１０を湾曲させる湾曲壁５２が設けられている。これにより、光ファイバ１０をガ
イド溝５１に収容する際には湾曲壁５２に沿うため、光ファイバ１０の屈曲を防止するこ
とができる。
　加えて、湾曲壁５２は上方に凸をなす緩やかな円弧状を有していることによって、湾曲
壁５２に沿って光ファイバ１０を自重でたわませることができる。
　さらに、湾曲壁５２は、左右の上溝４４ａの側壁を起点として上側ほど左右外方に位置
するように緩やかに湾曲していることによって、ガイド溝５１のファイバ収容部４０付近
でも光ファイバ１０を湾曲させることができ、光ファイバ１０を傷める（光伝送特性に影
響を与える）局所曲げを回避できる。
【００５１】
　また、ファイバ収容部４０には、前記軸線に沿う方向に光ファイバを保持可能であって
、ファイバ収容部４０の軸線方向に延在するファイバ保持溝４４が設けられていることで
、ファイバ保持溝４４からガイド溝５１に向けて複数本の光ファイバ１０を直接的に振り
分けることができるため、光ファイバ１０の引き回し処理を行う際の作業性をより一層向
上することができる。
【００５２】
　また、多心光コネクタ３５が接続される分岐用光コネクタ６１を更に備えることで、多
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心光コネクタ３５を整線部材１に脱着可能にすることができる。加えて、多心光コネクタ
３５と分岐用光コネクタ６１とを接続することによって、多心から単心への接続を容易に
行うことができる。
【００５３】
　また、上記実施形態の光接続箱１００は、前記整線部材１と、前記整線部材１のファイ
バガイド部５０から延出する運用光ファイバ１０の先端の光コネクタ１１が接続されるア
ダプタ配列部１１０と、前記整線部材１のファイバガイド部５０から延出する保留光ファ
イバ１０の先端の保留光コネクタ１１を保留する光コネクタ保留部１２０と、を備えるこ
とで、光ファイバ１０の引き回し処理を行う際の作業性を向上することができる。
【００５４】
　また、複数の整線部材１のファイバガイド部５０が階段状をなすよう複数の整線部材１
を保持する整線部材支持部材１３０を更に備えることで、複数の整線部材１のファイバガ
イド部５０にアクセスしやすくなるため、複数の整線部材１を備えた構成において、光フ
ァイバ１０の配線方向を変更する際の光ファイバ１０同士の絡まりを容易に解消でき、配
線方向変更の作業を効率よく行うことができる。
【００５５】
＜変形例＞
　以下、変形例について説明する。
　上記実施形態では、複数の整線部材１のガイド部が階段状をなすよう複数の整線部材１
を支持する整線部材支持部材１３０を備えた例を挙げて説明したが、これに限らない。
　以下の図５、図６において、上記実施形態と同一の構成には同一の符号を付し、詳細な
説明は省略する。
　図５に示すように、複数の整線部材２０１は、上下方向に積み重ねられていてもよい。
図５においては、５つの整線部材２０１が上下に積み重ねられた様子を示している。
【００５６】
　また、上記実施形態では、ファイバ収容部４０には、軸線Ｌに沿う方向に光ファイバ１
０を保持可能であって、ファイバ収容部４０の軸線方向に延在するファイバ保持溝４４が
設けられている例を挙げて説明したが、これに限らない。例えば、図６に示すように、整
線部材２０１において、ファイバ収容部２４０は、光ファイバテープ心線２１２から複数
本の光ファイバ１０を分岐させたファイバ分岐部２１３を支持する分岐部支持部２４１を
有していてもよい。
【００５７】
　本変形例のファイバ分岐部２１３は、光ファイバテープ心線２１２からの複数本の光フ
ァイバの分岐箇所を樹脂製保護材で覆った構成を有する。ファイバ分岐部２１３は、外観
棒状に形成されている。図５に示すように、ファイバ収容部２４０は、筒状（図示では角
筒状）に形成されている。棒状のファイバ分岐部２１３は、その軸線方向をファイバ収容
部２４０の軸線方向に揃えてファイバ収容部２４０に収容されている。図６に示すように
、分岐部支持部２４１は、ファイバ収容部２４０におけるファイバ収容部２１１周囲に位
置する壁部である。分岐部支持部２４１は、ファイバ分岐部２１３を、その軸線方向をフ
ァイバ収容部２４０の軸線方向に揃えた状態で支持する。
【００５８】
　この構成によれば、例えばファンアウトコード２１０のファイバ分岐部２１３を分岐部
支持部２４１に着脱自在に収容して整線部材２０１に取り付けることができる。ファンア
ウトコード２１０は、光ファイバテープ心線２１２を収容する多心光ファイバコード２１
１（多心光ファイバ）の延在方向一端から複数本の単心光ファイバコード１０（光ファイ
バ）を分岐させたものである。また、ファンアウトコード２１０は、多心光ファイバコー
ド２１１の光ファイバテープ心線２１２から複数本の単心光ファイバ心線を分岐させた分
岐箇所を樹脂製保護材で覆った構成のファイバ分岐部２１３を有する。多心光ファイバコ
ード２１１は、ファイバ分岐部２１３の軸線方向一端から延出されている。複数本の単心
光ファイバコード１０は、ファイバ分岐部２１３の軸線方向他端から延出されている。
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　図５、図６は、ファンアウトコード２１０のファイバ分岐部２１３を分岐部支持部２４
１に収容した状態の整線部材２０１を示す。図５、図６において、ファンアウトコード２
１０の多心光ファイバコード２１１は、ファイバ収容部２４０のファイバガイド部５０と
は反対側の端から延出されている。ファンアウトコード２１０の複数本（図示例では４本
）の単心光ファイバコード１０は、ファイバ収容部２４０のファイバガイド部５０側の端
からファイバガイド部５０のガイド溝５１へ延出されている。
【００６０】
　なお、図中符号２７１はガイド溝５１に収容されている光ファイバ１０の上方への移動
を制限する左右一対のキャッチャ突起部、図中符号２７２は整線部材２０１を整線部材支
持部材（不図示）に係止させる左右一対の係止部をそれぞれ示している。
【００６１】
　光接続箱１００は、光成端箱の他、クロージャ等も採用可能である。
　また、上記実施形態では、光配線ユニットが光接続箱１００である例を挙げて説明した
が、これに限らない。例えば、光配線ユニットは光配線盤等の光ファイバ配線用架体であ
ってもよい。
【００６２】
　また、上記実施形態では、アダプタ配列部１１０にて運用光ファイバ１０の先端の光コ
ネクタ１１が通信用光ファイバとコネクタ接続される例を挙げて説明したが、これに限ら
ない。例えば、整線部材のファイバガイド部から延出された光ファイバがアダプタ配列部
１１０にて光線路試験装置から試験光が送入される光ファイバとコネクタ接続される構成
であってもよい。
【００６３】
　また、上記実施形態では、キャッチャ部材７１に替えてインシュロックなどのバンド部
材が設けられていてもよい。
【符号の説明】
【００６４】
　１…整線部材、１０…ジャンパコード、運用光ファイバ、保留光ファイバ（光ファイバ
）、３０…光ファイバコード（多心光ファイバ）、３５…多心光コネクタ、４０…ファイ
バ収容部、４４…ファイバ保持溝、５０…ファイバガイド部、５１…ガイド溝、５２…湾
曲壁、６１…分岐用光コネクタ、１００…光接続箱（光配線ユニット）、１１０…アダプ
タ配列部、１２０…光コネクタ保留部、１３０…整線部材支持部材、２１２…光ファイバ
テープ心線、２１３…ファイバ分岐部、２４１…分岐部支持部、Ｌ…軸線
【要約】
【課題】光ファイバの配線方向を変更する際の光ファイバ同士の絡まりを容易に解消でき
、配線方向変更の作業を効率よく行える整線部材およびそれを用いた光配線ユニットの提
供を目的とする。
【解決手段】実施形態の整線部材１は、複数本の光ファイバ１０を収容する筒状のファイ
バ収容部４０と、ファイバ収容部４０の軸線方向一端から軸線方向一端の側方へ延出する
複数のファイバガイド部５０と、を備え、複数のファイバガイド部５０は、ファイバ収容
部４０からファイバ収容部４０の軸線の回りの互いに異なる方向へ延出し、複数のファイ
バガイド部５０には、光ファイバ１０を収容可能であって、ファイバ収容部４０の内側空
間Ｓと連通するガイド溝５１が形成され、複数のファイバガイド部５０のガイド溝５１は
、ガイド溝５１の延在方向全長にわたってファイバ収容部４０の軸線方向他端とは反対の
側に開口している。
【選択図】図３
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