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(57)【要約】
【課題】既に敷設されているクロージャ内のトレイに、
光スプリッタ等の光モジュールを高密度に収容すること
ができる光モジュールガイド及びクロージャを提供する
。
【解決手段】光モジュール収容トレイに取り付けられる
光モジュールガイド６１であって、複数の光スプリッタ
Ｂを嵌め込み可能な枠部材６２と、光スプリッタＢ毎に
光ファイバ心線２４の配線通路７２ａ，７２ｂが形成さ
れた配線部７１と、を有し、光モジュール収容トレイに
対する装着面を選択することで光モジュール収容トレイ
の左右の何れにも装着可能である。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光配線用トレイに取り付けられる光モジュールガイドであって、
　複数の光モジュールを嵌め込み可能な枠部材と、
　前記光モジュール毎に光ファイバの通路が形成された配線部と、を有し、
　前記光配線用トレイに対する装着面を選択することで前記光配線用トレイの左右の何れ
にも装着可能であることを特徴とする光モジュールガイド。
【請求項２】
　請求項１に記載の光モジュールガイドであって、
　前記配線部には、前記通路を覆うカバーが設けられていることを特徴とする光モジュー
ルガイド。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の光モジュールガイドによって前記光モジュールが収容可能と
された前記光配線用トレイが複数段に積層されて収容されていることを特徴とするクロー
ジャ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光モジュールのガイドとして光配線用トレイに取り付けられる光モジュール
ガイド及びクロージャに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、光ケーブルを用いたネットワークとして、加入者宅まで光ファイバを直接引き込
むＦＴＴＨ（Ｆｉｂｅｒ　Ｔｏ　Ｔｈｅ　Ｈｏｍｅ）という形態が採用されている。この
ＦＴＴＨでは、通信事業者のネットワークとして加入者宅近傍に配線された数心～数十心
程度の光ケーブルから、クロージャによって、例えば、１～２心程度の必要本数の光ドロ
ップケーブルに分岐し、ネットワークの加入者宅へ引き込む。
【０００３】
　このようなＦＴＴＨに用いられるクロージャとしては、幹線用光ケーブル及び光ドロッ
プケーブルの光ファイバ心線同士を接続する複数のコネクタを保持するコネクタ保持部と
、光ファイバ心線の余長を収容する余長収容部とを有するトレイや、スプリッタ等の光モ
ジュールを収容するスプリッタトレイ等が、内部に複数積層されて取り付けられたものが
知られている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－１２１６０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ＦＴＴＨの促進により光ファイバを引き込む要求が増え、クロージャから光ドロップケ
ーブルが多数引き落とされて増設されており、これに伴い、スプリッタトレイに収容され
る光スプリッタも増設される。
　ところで、スプリッタトレイに収容される光スプリッタとして、より小型のものが使用
されつつある。光スプリッタを多数増設する場合、小型化された光スプリッタを高密度に
収容してクロージャ内のスプリッタトレイの限られたスペースを有効に用いることが望ま
れている。
【０００６】
　本発明の目的は、既に敷設されているクロージャ内のトレイに、光スプリッタ等の光モ
ジュールを高密度に収容することができる光モジュールガイド及びクロージャを提供する
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ことにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決することのできる本発明の光モジュールガイドは、光配線用トレイに取
り付けられる光モジュールガイドであって、
　複数の光モジュールを嵌め込み可能な枠部材と、
　前記光モジュール毎に光ファイバの通路が形成された配線部と、を有し、
　前記光配線用トレイに対する装着面を選択することで前記光配線用トレイの左右の何れ
にも装着可能であることを特徴とする。
【０００８】
　本発明の光モジュールガイドにおいて、前記配線部には、前記通路を覆うカバーが設け
られていることが好ましい。
【０００９】
　また、本発明のクロージャは、上記の何れかに記載の光モジュールガイドによって前記
光モジュールが収容可能とされた前記光配線用トレイが複数段に積層されて収容されてい
ることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の光モジュールガイドによれば、複数の光モジュールを枠部材に嵌め込んで光配
線用トレイの左右の何れかまたは両方へ容易に装着することができる。また、装着する光
モジュールから引き出されている光ファイバを、配線部の通路に通すことにより、容易に
配線することができる。
　この光モジュールガイドを用いて光配線用トレイの左右の両方に光モジュールを装着す
ることで、光配線用トレイの限られたスペースへの光モジュールの装着数を大幅に増やす
ことができる。したがって、既に敷設されているクロージャ内の光配線用トレイに、光ス
プリッタ等の光モジュールを高密度に収容することができる。
　また、本発明のクロージャによれば、ＦＴＴＨの促進により光ファイバを引き込む要求
が増えたとしても、その要求に対して容易に光モジュールの装着数を増やして対応するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明に係る光モジュールガイドを備えたクロージャの一実施形態を示す図であ
って、（ａ）は一部を断面視した平面図、（ｂ）は縦断面図、（ｃ）は横断面図である。
【図２】図１のクロージャにおける成端トレイ及びスプリッタトレイの収容状態を示す図
であって、（ａ）及び（ｂ）はそれぞれ側面図である。
【図３】図１のクロージャに収容されたスプリッタトレイの構造を示す斜視図である。
【図４】図３のスプリッタトレイの余長収容トレイと光モジュール収容トレイとを開いた
状態の斜視図である。
【図５】図３のスプリッタトレイの光モジュール収容トレイを示す平面図である。
【図６】本実施形態の光モジュールガイドの構造を説明する平面図である。
【図７】本実施形態の光モジュールガイドの構造を示す斜視図である。
【図８】本実施形態の光モジュールガイドの構造を示す平面図である。
【図９】本実施形態の光モジュールガイドの構造を示す平面図である。
【図１０】本実施形態の光モジュールガイドによる光スプリッタの装着の形態を示す図で
あって、（ａ）～（ｃ）はそれぞれスプリッタトレイの光モジュール収容トレイの平面図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明に係る光モジュールガイド及びクロージャの実施の形態の例を、図面を参
照して説明する。
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　図１に示すように、光ケーブル接続用クロージャ１１は、前面及び後面が開口可能なケ
ース本体１２を備え、その内部が光ケーブル収容空間１５とされている。
【００１３】
　クロージャ１１の両端部には、ケーブル導出入部１６，１７が設けられており、このケ
ーブル導出入部１６，１７で、幹線系の光ケーブル２１や各加入者宅へ引き込むためのド
ロップケーブル２２が導出入可能とされている。
　このケーブル導出入部１６，１７は、導出入されるケーブルに密着するゴム材料で形成
されたグロメットが取り付けられており、ケーブルを伝ってクロージャ１１の光ケーブル
収容空間１５内に雨水等が浸入することが防止されている。
【００１４】
　また、ケース本体１２とケーブル導出入部１６，１７との合わせ部には、適宜、パッキ
ンが設けられるか、あるいはそれぞれの縁部が重なり合う構造とされることにより、高度
な防水性や耐光性が確保されている。
　ケーブル導出入部１７から光ケーブル収容空間１５内へ引き込まれた幹線系の光ケーブ
ル２１は、ケーブルＴＭ把持具２３によって把持され、光ケーブル２１から引き落とされ
る光ファイバ心線（光ファイバ）２４は、コネクタ（図示省略）に接続されて成端盤１３
に設置され、その後スプリッタトレイ３４及び成端トレイ３３を経由してドロップケーブ
ル２２の光ファイバ心線２４に接続される。
【００１５】
　クロージャ１１の光ケーブル収容空間１５内には、上下方向に配置されたトレイ固定ベ
ース３１が設けられている。このトレイ固定ベース３１には、トレイ収納ケース３２が取
り付けられており、このトレイ収納ケース３２には、複数の光配線用トレイである成端ト
レイ３３及びスプリッタトレイ３４が複数段に積層されて収容されている。成端トレイ３
３には、光ファイバ心線２４の接続部及び余長部が収容され、スプリッタトレイ３４には
、光信号を分岐する光スプリッタが収容されている。
【００１６】
　図２（ａ）に示すように、トレイ収納ケース３２には、複数の隔壁３６によって区画さ
れた複数段のトレイ収納部３７が形成されており、成端トレイ３３及びスプリッタトレイ
３４は、トレイ収納部３７にそれぞれ収納されている。
　また、トレイ収納ケース３２は、クロージャ１１の開口側（図２における左側）へ引き
出し可能に設けられたトレイ支持部３８を有している。成端トレイ３３及びスプリッタト
レイ３４は、クロージャ１１の開口側と反対側の奥側の端部が、トレイ支持部３８に対し
て水平方向の軸線を中心として回動可能に支持されている。
【００１７】
　このトレイ支持部３８をクロージャ１１の開口側へ引き出すと、図２（ｂ）に示すよう
に、成端トレイ３３及びスプリッタトレイ３４がトレイ収納ケース３２のトレイ収納部３
７から引き出される。この状態で、成端トレイ３３及びスプリッタトレイ３４は、トレイ
支持部３８に対して回動させることが可能となる。
【００１８】
　例えば、成端トレイ３３またはスプリッタトレイ３４で作業を行う場合、作業対象の成
端トレイ３３またはスプリッタトレイ３４よりも下方側のトレイを下方へ回動させ、作業
対象の成端トレイ３３またはスプリッタトレイ３４の上方側の成端トレイ３３またはスプ
リッタトレイ３４を上方へ回動させる。このようにすると、作業対象の成端トレイ３３ま
たはスプリッタトレイ３４の上面側を広く開放させることができ、円滑な作業が可能とな
る。なお、最上段の成端トレイ３３で作業を行う場合は、全ての成端トレイ３３及びスプ
リッタトレイ３４を下方へ回動させて傾ける。
【００１９】
　次に、スプリッタトレイ及びスプリッタトレイに装着可能な光モジュールガイドの構造
を説明する。
　図３及び図４に示すように、光配線用トレイであるスプリッタトレイ３４は、厚さ方向
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の二層に分けられた余長収容トレイ４１と光モジュール収容トレイ５１とを有している。
本実施形態では、余長収容トレイ４１が上層、光モジュール収容トレイ５１が下層である
。余長収容トレイ４１と光モジュール収容トレイ５１は、幅方向の一方側であるトレイ支
持部３８との連結箇所側で、互いに回動可能に連結されている。
【００２０】
　余長収容トレイ４１は、長手方向の左右二つの余長収容部４２を有しており、これらの
余長収容部４２に、光ファイバ心線２４の余長部が収容可能とされている。余長収容トレ
イ４１には、複数の心線保持片４３が形成されており、これらの心線保持片４３によって
、余長収容部４２に収容される光ファイバ心線２４が浮き上がりを抑えて保持される。
【００２１】
　光モジュール収容トレイ５１は、光スプリッタ（光モジュール）Ａが装着可能な左右二
つのモジュール装着部５２を有している。モジュール装着部５２は、光モジュール収容ト
レイ５１の底板５３と、この底板５３の周囲に立設された壁部５４とから形成されたもの
であり、その平面形状は、光スプリッタＡの外形と略同一形状とされている。光モジュー
ル収容トレイ５１には、必要に応じてそれぞれのモジュール装着部５２または選択した何
れか一方のモジュール装着部５２に光スプリッタＡが装着される。
【００２２】
　この光モジュール収容トレイ５１の両端には、余長収容トレイ４１との連結側に、壁部
５４を切り欠いた開口部５５が形成されており、この開口部５５では光スプリッタＡから
の光ファイバ心線２４が引き出される。
【００２３】
　スプリッタトレイ３４のトレイ支持部３８との連結箇所の反対側には、余長収容トレイ
４１に形成された係合部４８と光モジュール収容トレイ５１に形成された係合爪５８とが
設けられている。係合爪５８に係合部４８を係合させることにより、余長収容トレイ４１
と光モジュール収容トレイ５１とが係合され、これらの余長収容トレイ４１と光モジュー
ル収容トレイ５１とが積層された状態に維持される。
【００２４】
　また、図５に示すように、上記のスプリッタトレイ３４を構成する光モジュール収容ト
レイ５１には、それぞれのモジュール装着部５２に、光モジュールガイド６１が装着可能
とされている。この光モジュールガイド６１は、その外形が、モジュール装着部５２に装
着される光スプリッタＡと略同一に形成されたものであり、光スプリッタＡよりも小型化
された二つの光スプリッタ（光モジュール）Ｂを保持するものである。
【００２５】
　図６から図８に示すように、光モジュールガイド６１は、保持する光スプリッタＢの外
形に沿う枠部材６２を有しており、この枠部材６２によって、二つの光スプリッタＢをそ
れぞれ保持する保持部６３が形成されている。そして、この枠部材６２に形成された保持
部６３に、光スプリッタＢが嵌め込み可能とされている。
【００２６】
　保持部６３を構成する枠部材６２には、光スプリッタＢの先端部に形成されたリブ６５
が嵌合可能な角孔６６と、光スプリッタＢの後端部に形成された突起６７が嵌合可能な丸
孔６８とを有している。保持部６３へ光スプリッタＢを嵌め込むと、光スプリッタＢのリ
ブ６５及び突起６７が、枠部材６２の角孔６６及び丸孔６８へそれぞれ嵌合し、これによ
り、光スプリッタＢが保持部６３に保持される。
【００２７】
　また、光モジュールガイド６１には、光スプリッタＢの後端側が配置される端部に、配
線部７１が設けられている。この配線部７１には、それぞれの保持部６３に繋がる配線通
路（通路）７２ａ，７２ｂが形成されている。配線通路７２ａ，７２ｂは、それぞれ湾曲
され、光モジュールガイド６１の一側部側に設けられた心線導出部７０に導かれている。
配線通路７２ａ，７２ｂには、光スプリッタＢを保持部６３へ嵌め込んだ際に、光スプリ
ッタＢの後端部における一側部寄りに設けられた導出部６９に接続された光ファイバ心線
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２４が挿通されるようになっている。
【００２８】
　配線通路７２ａ，７２ｂには、その上下縁部から突出する係止部７３が設けられており
、配線通路７２ａ，７２ｂへ通された光ファイバ心線２４は、係止部７３によって係止さ
れて配線通路７２ａ，７２ｂからの浮き上がり及び抜け出しが防止されるようになってい
る。
【００２９】
　また、配線部７１の両端には、カバー８１ａ，８１ｂが回動可能に連結されている。カ
バー８１ａは、配線部７１の一方の面側へ回動されて配線部７１に重ね合わされ、これに
より、配線通路７２ａ，７２ｂの一方の面がカバー８１ａによって覆われる。また、カバ
ー８１ｂは、配線部７１の他方の面側へ回動されて配線部７１に重ね合わされ、これによ
り、配線通路７２ａ，７２ｂの他方の面がカバー８１ｂによって覆われる。
【００３０】
　カバー８１ａ，８１ｂには、配線部７１との対向面に、複数の係合突起８３が形成され
ている。また、配線部７１には、カバー８１ａ，８１ｂの係合突起８３に対応した位置に
、係合突起８３が嵌合可能な複数の係合孔８４が形成されている。配線部７１にカバー８
１ａ，８１ｂを重ね合わせて係合突起８３を係合孔８４に嵌合させると、カバー８１ａ，
８１ｂが配線部７１を覆った状態に係合される。また、カバー８１ａ，８１ｂを配線部７
１に重ね合わせて係合させると、配線通路７２ａ，７２ｂの幅寸法が所定寸法に維持され
る。
【００３１】
　また、配線部７１は、上下縁部に回動可能に連結された係合片８５ａ，８５ｂを有して
いる。係合片８５ａは、配線部７１の一方の面側へ回動されて配線通路７２ｂを跨ぐよう
に配線部７１に重ね合わされる。また、係合片８５ｂは、配線部７１の他方の面側へ回動
されて配線通路７２ｂを跨ぐように配線部７１に重ね合わされる。
【００３２】
　係合片８５ａ，８５ｂには、配線部７１との対向面に、それぞれ係合突起８６が形成さ
れている。また、配線部７１には、係合片８５ａ，８５ｂの係合突起８６に対応した位置
に、係合突起８６が嵌合可能な係合孔８７が形成されている。そして、配線部７１に係合
片８５ａ，８５ｂを重ね合わせて係合突起８６を係合孔８７に嵌合させると、係合片８５
ａ，８５ｂが配線通路７２ｂを跨いだ状態に係合される。これにより、配線通路７２ｂは
、カバー８１ａ，８１ｂとともに、係合片８５ａ，８５ｂによっても所定の幅寸法に維持
される。
【００３３】
　また、カバー８１ａ，８１ｂには、配線部７１の係止部７３及び配線部７１に重ね合わ
された係合片８５ａ，８５ｂと対向する位置に、逃げ孔８８及び逃げ溝８９が形成されて
おり、配線部７１に重ね合わされた際に、係止部７３が逃げ孔８８に入り込み、係合片８
５ａ，８５ｂが逃げ溝８９に入り込むようになっている。これにより、カバー８１ａ，８
１ｂが確実に配線部７１に重ね合わされる。
【００３４】
　上記構造の光モジュールガイド６１に光スプリッタＢを保持させる場合、光モジュール
ガイド６１のカバー８１ａ，８１ｂの何れか一方を折り返して配線部７１に重ね合わせて
係合させ、重ね合わせた側を下面とする。また、係合片８５ａ，８５ｂのうちの下面とな
る側も折り返す。
　ここでは、図９に示すように、カバー８１ｂを折り返し、このカバー８１ｂを折り返し
た側を下面として説明する。
　このようにすると、配線部７１の配線通路７２ａ，７２ｂの下方側がカバー８１ｂによ
って覆われた状態となり、このカバー８１ｂ及び係合片８５ｂによって配線通路７２ｂの
幅が確保される。
【００３５】
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　この状態で、それぞれの保持部６３へ光スプリッタＢを嵌め込んで装着し、それぞれの
光スプリッタＢの導出部６９に接続された光ファイバ心線２４を、それぞれの配線通路７
２ａ，７２ｂに挿通させる。
　その後、上方側のカバー８１ａを折り返して配線部７１の上面に重ね合わせ、配線通路
７２ａ，７２ｂを覆い、さらに、係合片８５ａを折り返す。
【００３６】
　このようにすると、光モジュールガイド６１に、二つの光スプリッタＢを容易に装着さ
せることができる。
　光スプリッタＢを装着させた光モジュールガイド６１は、スプリッタトレイ３４の光モ
ジュール収容トレイ５１に対して、装着面を選択することで、光モジュール収容トレイ５
１の左右の何れのモジュール装着部５２に対しても装着させることができる。
【００３７】
　例えば、図１０（ａ）に示すように、光モジュール収容トレイ５１の右側のモジュール
装着部５２に光モジュールガイド６１を装着することもでき、また、光モジュールガイド
６１を裏返して装着面を逆にすることにより、図１０（ｂ）に示すように、光モジュール
収容トレイ５１の左側のモジュール装着部５２に光モジュールガイド６１を装着すること
もできる。
　さらに、図１０（ｃ）に示すように、二つの光モジュールガイド６１を、装着面をそれ
ぞれ逆にし、光モジュール収容トレイ５１のそれぞれのモジュール装着部５２に装着する
こともできる。
【００３８】
　なお、光モジュールガイド６１は、カバー８１ａ，８１ｂ及び係合部８５ａ，８５ｂの
何れか一方を折り返して配線部７１に重ね合わせて係合させた状態で、その重ね合わせた
側を下面として光モジュール収容トレイ５１のモジュール装着部５２に装着しても良い。
この場合、モジュール装着部５２に装着した光モジュールガイド６１の保持部６３へ光ス
プリッタＢを嵌め込んで装着し、それぞれの光スプリッタＢの導出部６９に接続された光
ファイバ心線２４を、それぞれの配線通路７２ａ，７２ｂに挿通させ、その後、カバー８
１ａ，８１ｂの上側となる方を折り返して配線部７１の上面に重ね合わせ、配線通路７２
ａ，７２ｂを覆い、さらに、係合片８５ａを折り返すこととなる。
【００３９】
　この場合、予め光モジュール収容トレイ５１のモジュール装着部５２に装着した光モジ
ュールガイド６１に、二つの光スプリッタＢを容易に装着させることができる。
【００４０】
　なお、この光モジュールガイド６１を光モジュール収容トレイ５１のモジュール装着部
５２に装着すると、光モジュールガイド６１の心線導出部７０は、モジュール装着部５２
の壁部５３に干渉することなく、開口部５５に配置される。
【００４１】
　本実施形態に係る光モジュールガイド６１によれば、複数の光スプリッタＢを枠部材６
２の保持部６３に嵌め込んで光モジュール収容トレイ５１の左右のモジュール装着部５２
の何れかまたは両方へ容易に装着することができる。
　また、装着する光スプリッタＢから引き出されている光ファイバ心線２４を、配線部７
１の配線通路７２ａ，７２ｂに通すことにより、容易に配線することができる。
【００４２】
　また、この光モジュールガイド６１を用いて光モジュール収容トレイ５１の左右の両方
に光スプリッタＢを装着すれば、光モジュール収容トレイ５１の限られたスペースへの光
スプリッタＢの装着数を大幅に増やすことができる。したがって、既に敷設されているク
ロージャ１１内の光モジュール収容トレイ５１に、光スプリッタＢを高密度に収容するこ
とができる。
　具体的には、二つの光スプリッタＡが装着可能な一つの光モジュール収容トレイ５１に
対して、光モジュールガイド６１を用いることにより、四つの小型タイプの光スプリッタ
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Ｂを容易に装着することができる。
【００４３】
　そして、上記実施形態のクロージャによれば、ＦＴＴＨの促進により光ファイバを引き
込む要求が増えたとしても、その要求に対して容易に光スプリッタＢの装着数を増やして
対応することができる。
　なお、上記実施形態では、光モジュールの例として光スプリッタを収容する場合につい
て説明したが、本発明は、光スプリッタに限らず、複数の光ファイバ心線を広げて分配す
るファンアウトモジュールなどの光モジュールを収容する場合にも適用可能である。
【符号の説明】
【００４４】
　１１：クロージャ、２４：光ファイバ心線（光ファイバ）、５１：光モジュール収容ト
レイ（光配線用トレイ）、６１：光モジュールガイド、６２：枠部材、７１：配線部、７
２ａ，７２ｂ：配線通路（通路）、８１ａ，８１ｂ：カバー、Ａ，Ｂ：光スプリッタ（光
モジュール）

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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