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(57)【要約】
　詳細な説明に記載された実施形態は、光ファイバパネ
ルと、光ファイバ接続を構築するための光ファイバコン
ポーネントを保持するように形成された関連装置と、を
含む。光ファイバパネルは、光ファイバパネルがシャー
シ内に挿入された時に、光ファイバコンポーネント及び
光ファイバコンポーネントとの光ファイバ接続をシャー
シの奥行き空間内に奥行き軸に沿って保持することがで
きるように形成されている。光ファイバコンポーネント
の長さ軸は、シャーシの奥行き軸とは平行ではない。こ
のようにして、シャーシの奥行き空間の領域を活用して
、より高密度の光ファイバコンポーネントを所定のシャ
ーシの長さに対して光ファイバパネルにより支持するこ
とができる。光ファイバパネルは、いかなるタイプの光
ファイバパッチパネル又は光ファイバモジュールであっ
てもよい。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光ファイバパネル装置であって、
　シャーシであって、該シャーシの奥行き方向に沿って整列された第１の端部及び第２の
端部と、これらの間に奥行き空間を有するシャーシと、
　前記シャーシに、前記奥行き軸に沿って前記第１の端部及び第２の端部の間に挿入され
るように形成され、前記第１の端部及び第２の端部の間の奥行き空間内に複数の光ファイ
バコンポーネントを保持するように形成された光ファイバパネルと、を含み、
　前記複数の光ファイバコンポーネントの長さ軸は、前記奥行き軸と平行ではない、
　ことを特徴とする装置。
【請求項２】
　前記光ファイバパネルは、前記奥行き軸に関して前記シャーシの周囲を移動可能である
、請求項１に記載された光ファイバパネル装置。
【請求項３】
　さらに、前記光ファイバパネルに配置された複数の光ファイバコンポーネントを含む、
　請求項１に記載された光ファイバパネル装置。
【請求項４】
　前記複数の光ファイバコンポーネントは、それぞれ、前記光ファイバパネルの開口を通
って配置されている、請求項３に記載された光ファイバパネル装置。
【請求項５】
　前記光ファイバパネルは、前記第１の端部及び第２の端部の間に、前記複数の光ファイ
バコンポーネントを保持する、
　請求項３に記載された光ファイバパネル装置。
【請求項６】
　前記複数の光ファイバコンポーネントは、光ファイバアダプタ、光ファイバコネクタ、
または、光ファイバアダプタ及び光ファイバコネクタの組合せを含む、
　請求項３に記載された光ファイバパネル装置。
【請求項７】
　さらに、前記シャーシの前記第１の端部及び第２の端部の間に、前記奥行き軸に沿って
配置されたチャネルを有し、
　前記光ファイバパネルは、前記光ファイバパネルを前記シャーシへ前記第１の端部及び
第２の端部の間に挿入するために、前記チャネル内へ挿入されるレールを含む、
　請求項１に記載された光ファイバパネル装置。
【請求項８】
　前記チャネルは、夫々、前記シャーシの幅方向、又は前記シャーシの高さ方向に配向さ
れた複数のチャネルにより構成される、
　請求項７に記載された光ファイバパネル装置。
【請求項９】
　前記複数のチャネルは、前記奥行き軸に直交して配向されている、
　請求項８に記載された光ファイバパネル装置。
【請求項１０】
　さらに、前記光ファイバパネルに隣接して、前記シャーシ内に配置された光ファイバガ
イドパネルを含む、
　請求項１に記載された光ファイバパネル装置。
【請求項１１】
　前記光ファイバガイドパネルは、前記シャーシの周囲を移動可能である、
　請求項１０に記載された光ファイバパネル装置。
【請求項１２】
　前記光ファイバガイドパネルは、前記光ファイバパネルに隣接して配置されたシャーシ
内の第２のチャネル内に挿入されている、
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　請求項１０に記載された光ファイバパネル装置。
【請求項１３】
　さらに、前記光ファイバパネル内に配置された複数の光ファイバコンポーネントを含み
、
　前記複数の光ファイバコンポーネントのうちの一又は二以上に接続された一又は二以上
の光ファイバケーブルは、前記光ファイバガイドパネル上に経路決めされている、
　請求項１０に記載された光ファイバパネル装置。
【請求項１４】
　さらに、前記光ファイバガイドパネル上に配置された保持部材を含み、
　前記一又は二以上の光ファイバケーブルは、前記保持部材上に経路決めされている、
　請求項１３に記載された光ファイバパネル装置。
【請求項１５】
　さらに、前記光ファイバガイドパネルの前記保持部材の反対側面に配置された第２の保
持部材を含む、
　請求項１４に記載された光ファイバパネル装置。
【請求項１６】
　前記光ファイバパネルは、前記シャーシの「Ｕ」ユニットサイズごとに少なくとも２１
６の光ファイバ接続を提供するのに十分なように、前記複数の光ファイバコンポーネント
を保持するように形成されている、
　請求項１に記載された光ファイバ装置。
【請求項１７】
　光ファイバパネルであって、
　第１の端部及び第２の端部の間に平面上に配置され、奥行き軸に沿って整列された平坦
部材と、
　前記平坦部材の複数の開口により保持され、長さ軸が前記奥行き軸と平行ではない複数
の光ファイバコンポーネントと、を含み、
　前記平坦部材は、奥行き空間を有するシャーシ内で前記平坦部材の奥行き軸に沿って移
動するように形成されている、
　ことを特徴とする光ファイバパネル。
【請求項１８】
　前記複数の開口は、縦横配置に配置されている、
　請求項１７に記載された光ファイバパネル。
【請求項１９】
　前記複数の光ファイバコンポーネントは、光ファイバアダプタ、光ファイバコネクタ、
又は、前記光ファイバアダプタ及び光ファイバコネクタの組合せを含む。
　請求項１７に記載された光ファイバパネル。
【請求項２０】
　さらに、前記光ファイバパネルの前記第１の端部に配置されたハンドルを含む、
　請求項１７に記載された光ファイバパネル。
【請求項２１】
　前記光ファイバパネルの前記第１の端部及び第２の端部の間に配置されたレールを含む
、
　請求項１７に記載された光ファイバパネル。
【請求項２２】
　前記レールは前記シャーシのチャネルに挿入され、前記シャーシの周囲を移動可能であ
る、
　請求項２１に記載された光ファイバパネル。
【請求項２３】
　前記光ファイバパネルは、前記シャーシの「Ｕ」ユニットサイズごとに少なくとも２１
６の光ファイバ接続を提供するのに十分なように、前記複数の光ファイバコンポーネント
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を保持するように形成されている、
　請求項１７に記載された光ファイバパネル。
【請求項２４】
　光ファイバシャーシであって、
　囲いであって、該囲いの第１の端部及び第２の端部の間に前記シャーシの奥行き軸に沿
って、該囲いに配置された開口と、前記第１の端部及び第２の端部の間の奥行き空間とを
有する囲いと、
　前記奥行き軸に沿った前記囲いの第１の側面の内面に配置された少なくとも一つの第１
のチャネルと、
　前記第１の側面と反対側の前記奥行き軸に沿った前記囲いの第２の側面の内面に配置さ
れた少なくとも一つの第２のチャネルと、を含み、
　前記囲いは、前記奥行き空間内に、前記少なくとも一つの第１のチャネル及び前記少な
くとも一つの第２のチャネルに挿入された光ファイバパネルを受け入れるように形成され
ていることを特徴とする、
　光ファイバシャーシ。
【請求項２５】
　前記少なくとも一つの第１のチャネルは、複数の第１のチャネルからなり、前記少なく
とも一つの第２のチャネルは複数の第２のチャネルからなり、前記複数の第２のチャネル
の夫々は、前記複数の第１のチャネルの中の一つのチャネルの反対側に整列されている、
　請求項２４に記載された光ファイバシャーシ。
【請求項２６】
　さらに、前記奥行き軸に沿った前記囲いの第３の側面の内面に配置され、前記第１の側
面及び第２の側面に垂直又は実質的に垂直に配向された少なくとも一つの第３のチャネル
と、
　前記第３の側面の反対側の、前記奥行き軸に沿った前記囲いの第４の側面の内面に配置
された少なくとも一つの第４のチャネルと、を含み、
　前記囲いは、前記奥行き空間内に、前記少なくとも一つの第３のチャネル及び前記少な
くとも一つの第４のチャネル内に挿入された前記光ファイバパネルを受け入れるように形
成されている、
　請求項２４に記載された光ファイバシャーシ。
【請求項２７】
　前記少なくとも一つの第３のチャネルは、複数の第３のチャネルからなり、前記少なく
とも一つの第４のチャネルは複数の第４のチャネルからなり、前記複数の第４のチャネル
の夫々は、前記複数の第３のチャネルの中の一つのチャネルの反対側に整列されている、
　請求項２６に記載された光ファイバシャーシ。
【請求項２８】
　光ファイバシャーシであって、
　囲いであって、該囲いの第１の端部及び第２の端部の間に前記シャーシの奥行き軸に沿
って、該囲いに配置された開口と、前記第１の端部及び第２の端部の間の奥行き空間とを
有する囲いと、
　前記奥行き軸に沿った縦軸及び鉛直横軸を有する前記囲いに配置された第１のチャネル
と、
　前記奥行き軸に沿った縦軸及び水平横軸を有する前記囲いに配置された第２のチャネル
と、を含み、
　前記囲いは、前記奥行き空間内に、鉛直配向で前記第１のチャネル内に、または、水平
配向で前記第２のチャネル内に挿入された光ファイバパネルを受け入れるように形成され
ていることを特徴とする、
　光ファイバシャーシ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本願は、２００９年４月３０日出願の米国特許出願第１２／４３３４０３号に基づく優
先権の利益を主張した２０１０年４月２８日出願の国際特許出願ＰＣＴ／ＵＳ１０／３２
７４０の継続出願であり、両出願は参照により本願に組み込まれる。
【０００２】
　開示される技術は、光ファイバ接続を構築するための光ファイバコンポーネントを有す
る光ファイバパネルに関する。
【背景技術】
【０００３】
　光ファイバを使用する利点は、非常に広い帯域と、低いノイズ操作である。これらの利
点のため、光ファイバは、広帯域の音声、ビデオ、データ送信を含むが、これに限定され
ない様々な応用領域で次第に使用されてきている。光ファイバを用いた光ファイバネット
ワークが発達し、個人及び公共、両方のネットワークの加入者へ、音声、ビデオ、及びデ
ータ送信を伝送するのに使用される。これらの、光ファイバネットワークは、しばしば離
れた接続ポイントを含み、この接続ポイントにおいて、「ライブファイバ」をある接続ポ
イントから他の接続ポイントへ提供するために、光ファイバをつなぐ必要がある。この点
に関し、光ファイバ装置がデータ分配センタ又は中央事務所に配置されて、相互接続を支
えている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　光ファイバ装置は、応用領域のニーズに応じて改変されており、典型的には、空間を最
大にするために、装置ラックに設けられたハウジング内に含まれる。このような光ファイ
バ装置の一例は、光ファイバパネルである。光ファイバパネルは、ケーブル間の光ファイ
バ接続を提供するように設計されている。光ファイバパネルは、典型的には、装置ラック
又はハウジングの内側に設けられたシャーシに設置される。光ファイバアダプタが、パネ
ル前面の開口を通して配置され、コネクタが取り付けられた光ファイバケーブルから光フ
ァイバコネクタを受け入れ、光ファイバ接続を構築できるようにアクセス可能である。増
加する広帯域のニーズ及びデータセンタでのより高い接続密度の提供へのニーズにより、
アダプタ数が大きいパネルを提供することが望まれるだろう。しかし、含まれるアダプタ
の数に影響する一つの要因は、パネル正面の表面積の大きさである。さらに、他の要因は
、コネクタをアダプタに接続するのに十分なフィンガアクセスを提供する光ファイバパネ
ルに含まれたアダプタの数である。この点について、光ファイバパネルの開口は、アダプ
タ間に十分なフィンガアクセスを提供し、これにより、パネルに含まれることが可能なア
ダプタの密度が限定される。アダプタ及びパネルの密度は、また、ファイバの最小湾曲半
径に影響する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　詳細な説明に開示された実施形態は、光ファイバパネルと、光ファイバ接続を構築する
ための光ファイバコンポーネントを保持するように形成された関連する装置を含む。光フ
ァイバパネルは、光ファイバパネルがシャーシへ挿入されたときに、光ファイバコンポー
ネント、及び光ファイバコンポーネントに対して形成されたあらゆる光ファイバ接続がシ
ャーシの奥行き空間内で、奥行き軸に沿って保持できるように形成されている。光ファイ
バコンポーネントは、光ファイバコンポーネントの長さ軸がシャーシの奥行き軸と平行に
ならないように、光ファイバパネル内で配向されている。このように、シャーシの奥行き
空間の領域は、シャーシの所定の長さに対して、より大きな密度の光ファイバコンポーネ
ントが光ファイバパネルにより支持されるように、光ファイバコンポーネントを保持する
のに役立つ。光ファイバパネルは、いかなるタイプの光ファイバパッチパネル又は光ファ
イバモジュールであってもよい。光ファイバパネルにより支持された光ファイバコンポー
ネントは、光ファイバアダプタ及びコネクタを含むがこれに限定されない、いかなるタイ
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プの光ファイバコンポーネントであってもよい。
【０００６】
　ある実施形態では、シャーシの奥行き軸に沿って整列された第１及び第２の端部を有し
、それらの間に奥行き空間を有するシャーシが提供される。奥行き軸は、シャーシのＺ軸
に沿って設けられる。光ファイバパッチパネルの形態の光ファイバパネルが提供される。
光ファイバパッチパネルは、シャーシの奥行き軸に沿って、第１の端部及び第２の端部の
間にシャーシが挿入されるように形成されている。光ファイバパッチパネルは、シャーシ
の第１の端部及び第２の端部の間の奥行き空間に、複数の光ファイバコンポーネントを保
持するように形成されている。複数の光ファイバコンポーネントは、光ファイバコンポー
ネントの長さ軸が奥行き軸と平行にならないように、光ファイバパッチパネル内に配向さ
れている。光ファイバパッチパネルにより保持された光ファイバコンポーネントへアクセ
スすることを望む場合には、光ファイバコンポーネントへのアクセスを得るため、光ファ
イバパッチパネルを外へ移動し、又は、シャーシから延ばすことができる。光ファイバパ
ッチパネルは、光ファイバコンポーネント及び光ファイバコンポーネントに形成された光
ファイバ接続がシャーシの奥行き空間内に保持されるように、アクセスが完了した時に、
収納するためにシャーシへ戻し、引っ込ませることができる。
【０００７】
　また、ここに開示された実施形態は、平坦の部材により構成された、シャーシの奥行き
空間内に光ファイバコンポーネントを支持し、保持するために使用される光ファイバパネ
ルを有する。平坦部材は、光ファイバパネルがシャーシ内に設置された時に、光ファイバ
パネル内に保持された光ファイバコンポーネントが、シャーシの奥行き空間に奥行き軸に
保持されるように、平坦部材の第１の端部及び第２の端部の間に平面上に配置される。複
数の光ファイバコンポーネントは、平坦メンバの平坦な表面に配置された複数の開口内に
保持される。複数の開口は、平坦部材の平面に直交又は実質的に直交して配向される。
【０００８】
　また、ここに開示された実施形態は、光ファイバパネルシャーシを含み、シャーシは囲
いを有し、シャーシの第１の端部及び第２の端部の間にシャーシの奥行き軸に沿って配置
された開口を有する。少なくとも一つの第１のチャネルが、シャーシの奥行き軸に沿った
囲いの第１の側の内面に配置される。少なくとも一つの第２のチャネルが、これらチャネ
ルが整列するように第１の側の反対側の奥行き軸に沿った囲いの第２の側面の内面に配置
される。シャーシの囲いは、奥行き軸に光ファイバパネルを受け入れ、光ファイバパネル
は、囲いの少なくとも一つの第１のチャネル及び少なくとも一つの第２のチャネルに挿入
される。追加のチャネルを、囲いの第１及び第２の側の内面に隣接した囲いの内面に配置
することができる。
【０００９】
　実施形態のさらなる特徴及び利点が以下の詳細な記載に記載され、その一部は記載から
当業者にはすでに明らかであり、添付の図面とともに、以下の詳細な説明、請求の範囲を
含むここに記載された実施形態を実施することにより、認識されるだろう。
【００１０】
　前述の概略的記載及び以下の詳細な記載の両者が、本実施形態を表し、実施形態の性質
及び特徴を理解するための概略及び骨子を提供することを意図していることが理解される
だろう。添付の図面は、実施形態のさらなる理解を提供するために含まれ、本明細書に組
み込まれ、一部を構成する。図面は様々な実施形態を図示し、記載とともに、実施形態の
原理及び実施を説明するのに役立つ。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】奥行き方向に保持可能な光ファイバコンポーネントを有する例示的な可動光ファ
イバコンポーネントフレームを用いた、例示的な光ファイバパネルを収容するシャーシを
含む、例示的な光ファイバ装置ラックを示す。
【図２】例示的な移動可能な鉛直配向の光ファイバケーブルルーティングと、シャーシの
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奥行き空間に保持可能な光ファイバコンポーネントを有する隣接する光ファイバコンポー
ネントパネルとを用いた例示的な光ファイバパネルの正面斜視図である。
【図３Ａ】図２の光ファイバパネルに用いられる光ファイバコンポーネントパネルの正面
斜視図である。
【図３Ｂ】図２の光ファイバパネルに用いられるガイドパネルの正面斜視概略図である。
【図４Ａ】シャーシの奥行き空間内に、水平又は鉛直配向で保持可能な光ファイバコンポ
ーネントを支持するように形成された例示的なシャーシの正面斜視図である。
【図４Ｂ】図４Ａのシャーシの正面図である。
【図５】図４Ａ及び図４Ｂのシャーシに鉛直配向で設置された図２の光ファイバルーティ
ンと光ファイバコンポーネントパネルである。
【図６】図４Ａ及び図４Ｂのシャーシに水平配向で設置された図２の光ファイバルーティ
ングと光ファイバコンポーネントパネルである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　ここで、実施例が添付の図面に図示された実施形態を詳細に参照し、図面にはいくつか
の実施形態が示され、全ての実施形態が示されているわけではない。実際、実施形態は、
多くの異なる形態で実体化され、ここでは限定として解釈するべきではない。むしろ、こ
れらの実施形態は、この開示が適用可能な法的要求を満たすように提供される。可能な限
り、同じ参照番号は、同じ構成要素又は部分を参照するのに用いられるだろう。
【００１３】
　詳細な説明で開示される実施形態は、光ファイバパネルと、光ファイバ接続を構築する
ための光ファイバコンポーネントを保持するように形成された関連装置を含む。光ファイ
バパネルは、光ファイバパネルがシャーシ内に設置された時に、光ファイバコンポーネン
ト及び光ファイバコンポーネントにより形成された光ファイバ接続が、シャーシの奥行き
空間に奥行き軸に沿って保持されるように形成されている。光ファイバコンポーネントは
、光ファイバコンポーネントの長さ軸がシャーシの奥行き軸と平行にならないように、光
ファイバパネル内に配向されている。このようにして、シャーシの奥行き空間の領域は、
シャーシの所定の長さに対して、より大きな密度の光ファイバコンポーネントが光ファイ
バパネルにより支持されるように、光ファイバコンポーネントを保持するのに役立つ。光
ファイバパネルは、いかなるタイプの光ファイバパッチパネル又は光ファイバモジュール
であってもよい。光ファイバパネルにより保持された光ファイバコンポーネントは、光フ
ァイバアダプタ及びコネクタを含み、これに限定されないいかなるタイプの光ファイバコ
ンポーネントであってもよい。
【００１４】
　この点について、図１－３Ｂは、光ファイバパッチパネル１０の形態を用いた光ファイ
バパネルを図示する。光ファイバパッチパネル１０は、シャーシ１２へ挿入されるように
形成されている。シャーシ１２は、光ファイバパッチパネル１０を支持し、移動可能に保
持する。光ファイバパッチパネル１０は、シャーシ１２内に形成された奥行き空間ＤＳ内
に奥行き軸Ｄに沿って複数の光ファイバコンポーネント１４を受け入れ、保持するように
形成されている。このようにして、シャーシ１２の奥行き空間ＤＳの領域は光ファイバコ
ンポーネント１４を保持するのに役立ち、シャーシ１２の所定の幅Ｗに対して、より多く
の数の光ファイバ、又は、より高い密度の光ファイバコンポーネント１４、結果としてよ
り多くの光ファイバ接続が光ファイバパッチパネル１０により支持される。奥行き空間は
、シャーシの端部の間に位置する空間として定義される。この実施形態において、光ファ
イバコンポーネント１４は、シャーシ１２の正面端部１６又は後方端部１８のいずれかを
通して、配置することができる。複数の光ファイバコンポーネント１４は、正面端部１６
及び後方端部１８の間のシャーシ１２の奥行き空間ＤＳ内に保持される。光ファイバコン
ポーネント１４は、光ファイバコネクタ及び光ファイバアダプタを含み、これに限定され
ない、いかなる光ファイバコンポーネントをも含むことができる。光ファイバコンポーネ
ント１４は、所望のいかなる数の光ファイバ結合を支持するために設けられている。
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【００１５】
　限定することのない例示によれば、光ファイバコンポーネント１４は、光ファイバパッ
チパネル１０内に配置され、シャーシの「Ｕ」ユニットサイズ（すなわち、１Ｕは、高さ
（すなわち、Ｙ軸）１．７５インチで幅（すなわち、Ｘ軸）１７インチに等しいか、略等
しい）あたり、最大、又は少なくとも２１６の密度の光ファイバ結合が支持される。密度
は、光ファイバパッチパネル１０内に配置された光ファイバコンポーネント１４の数及び
各光ファイバコンポーネント１４により支持される光ファイバ結合の数に依存する。例え
ば、マルチファイバ光ファイバコンポーネント１４は、２、４、８又は１２の光ファイバ
接続を支持するだろう。シャーシ１２の奥行き空間ＤＳ内で光ファイバコンポーネント１
４を支持する光ファイバパッチパネル１０により、シャーシ１２の特定の大きさによらず
、光ファイバをより高い密度とすることが可能であり、結果として、シャーシの幅のユニ
ットサイズごとに、より高い密度の光ファイバ接続が可能となる。
【００１６】
　図１に示すように、光ファイバ装置ラック２０を設けることができる。光ファイバ装置
ラック２０は、シャーシ１２を含む光ファイバ装置又は他の装置を保持又は支持するよう
に形成されている。本実施形態では、光ファイバ装置ラック２０は、上部部分２２及び基
部２４と、これらの間に配置された鉛直配向ポスト２６とにより構成される。光ファイバ
パッチパネル１０を支持するシャーシ１２を含む光ファイバ装置が、光ファイバ装置を支
持するのに便利な方法として、ポスト２６の間の光ファイバ装置ラック２０内に配置され
る。本実施形態では、シャーシ１２は、光ファイバ装置ラック２０の前方端部２８の二つ
のポスト２６の間に配置される。以下により詳細に記載するように、シャーシ１２は、囲
いを形成する囲いパネル３２Ａ－３２Ｄにより形成されたシャーシ１２の開口３０内に一
又は二以上の光ファイバパッチパネル１０を受け入れるように形成される。光ファイバパ
ッチパネル１０に、開口３０内に挿入することができ、アクセスを獲得し、かつ、アクセ
スが完了した時に光ファイバパッチパネル１０を収容するため、開口３０内でシャーシ１
２の周囲を移動することが可能である。光ファイバケーブル３４間の光ファイバ接続は、
光ファイバパッチパネル１０内に配置された光ファイバコンポーネント１４を用いて構築
することができる。図１に光ファイバパッチパネル１０´が、シャーシ１２から外へ移動
又は延びて光ファイバパッチパネル１０´内に配置された光ファイバコンポーネント１４
へのアクセスが可能となった状態で示される。一又は二以上の光ファイバケーブル３４を
光ファイバコンポーネント１４へ接続するなどにより、光ファイバコンポーネント１４へ
のアクセスが完了した時、光ファイバパッチパネル１０は、退行し、又は、開口３０内へ
引っ込み、シャーシ１２内に光ファイバパッチパネル１０を移動可能に保持することがで
きる。
【００１７】
　図２－３Ｂは、図１でシャーシ１２に挿入された状態で示され、シャーシ１２内に形成
された奥行き空間ＤＳ内で奥行き軸Ｄ（すなわち、Ｘ軸）に沿って保持された光ファイバ
コンポーネントを有する光ファイバパッチパネル１０に関してより詳細に示す。より詳し
く、シャーシ１２の開口３０内に挿入された光ファイバパッチパネル１０を図示するため
に、シャーシ１２の部分図が図２内に提供される。シャーシ１２の頂部及び側部囲いパネ
ル３２Ａ－３２Ｃは、シャーシ１２の開口３０に挿入された光ファイバパッチパネル１０
をより良く示すため、図示していない。本実施形態における各光ファイバパッチパネル１
０は、第１の端部３６及び第２の端部３８（図３Ａ参照）の間に配置された平坦面Ｓを有
する平坦部材３５により構成される。複数の光ファイバコンポーネント１４が平坦部材３
５の複数の開口４０内に配置され、保持されている。光ファイバコンポーネント１４は、
光ファイバコンポーネント１４の長さ軸Ｌが奥行き軸Ｄと平行にならないように、光ファ
イバパッチパネル１０に配置され、配向されている。本実施形態では、光ファイバコンポ
ーネント１４の長さ軸Ｌは、シャーシ１２の奥行き軸Ｄに直交している。他の配向も可能
である。光ファイバコンポーネント１４は長手軸Ｌが奥行き軸Ｄと９０度以外の角度で交
差するように、光ファイバパッチパネル１０内に、配置され、配向されることが可能であ
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る。開口４０は、また、縦横配列で配置される。しかしながら、他の配向又は形態が可能
である。また、本実施形態では、光ファイバコンポーネント１４は、光ファイバコネクタ
４６を受け入れるように形成された光ファイバアダプタ４２である。しかしながら、光フ
ァイバコンポーネント１４は、アダプタ以外の他のタイプの光ファイバコンポーネントと
することができる。また、ただ一つのタイプの光ファイバコンポーネント１４とは逆に、
光ファイバコネクタ及びアダプタの組合せを光ファイバパッチパネル１０内の開口４０に
配置してもよい。
【００１８】
　図２及び３Ａに示すように、それぞれ、端部に配置された光ファイバコネクタ４６によ
り接続可能にされた一又は二以上の光ファイバケーブル４４が、光ファイバアダプタ４２
に接続され、光ファイバパッチパネル１０を通して光ファイバ接続を構築する。図３Ａに
図示されているように、本実施形態における光ファイバパッチパネル１０は、シャーシ１
２へ光ファイバパッチパネル１０を案内するために用いられるレール４８Ａ、４８Ｂを含
む。このようにして、光ファイバパッチパネル１０は、光ファイバ接続を構築するために
光ファイバコンポーネント１４へのアクセスを得るために、シャーシ１２の周囲を移動可
能である。光ファイバパッチパネル１０のレール４８Ａ、４８Ｂは、図４Ａ－６に関して
以下後述するように、シャーシ１２の一又は二以上のチャネルに挿入可能である。所望の
光ファイバ接続が構築された時に、光ファイバパッチパネル１０は、シャーシ１２内へ戻
すことができる。光ファイバコンポーネント１４は、所定のシャーシ１２サイズに対して
、より高い密度の光ファイバコンポーネント１４を設けるため、開口３０内のシャーシ１
２の奥行き軸Ｄに沿って、シャーシ１２（図２）の奥行き空間ＤＳ内に保持される。また
、図３Ａに図示されるように、光ファイバパッチパネル１０は、シャーシ１２の内外での
移動のため、使用者又は技術者が光ファイバパッチパネル１０を容易に把持できるように
、一又は二以上のフィンガグリップ又はハンドル４９を含む。
【００１９】
　また、光ファイバパッチパネル１０が移動可能であるので、光ファイバケーブル４４に
あそびを含ませ、光ファイバパッチパネル１０がシャーシ１２から外へ延びるのを可能に
することが望ましい。さもなければ、光ファイバパッチパネル１０のシャーシ１２から外
への移動は、光ファイバコンポーネント１４から光ファイバケーブル４４が切断されるリ
スクを生じる。これに関し、光ファイバコンポーネント１４と光ファイバ接続が構築され
たあとに、光ファイバ１４内にいくらかの遊びを供給するために、遊び管理装置を用いて
もよい。このようにして、光ファイバパッチパネル１０がシャーシ１２から延びたときに
、光ファイバケーブル４４内の遊びにより、光ファイバケーブルと構築された光ファイバ
接続を中断されることなく維持することができる。これに関し、図２及び３Ｂに概略的に
示されているように、光ファイバガイドパネル５０が、光ファイバパッチパネル１０内の
光ファイバコンポーネント１４へ接続された光ファイバケーブル２２の遊びの収納を保つ
ために設けられる。光ファイバケーブル４４内のいかなる遊びのケーブルも、図２に示す
ように、保持部材５２の周囲に経路決めすることができる。一以上の光ファイバケーブル
４４を、保持部材５２の周囲に経路決めすることができる。光ファイバガイドパネル５０
に含まれることにより、図２に示されるように、保持部材５２は、光ファイバパッチパネ
ル１０に隣接してシャーシ１２内に配置される。このようにして、光ファイバパッチパネ
ル１０において光ファイバコンポーネント１４に接続された光ファイバケーブル４４は、
便利に収納するために接続された時に、光ファイバパッチパネル１０に隣接して配置され
た保持部材５２により保持することができる。
【００２０】
　保持部材５２は、図２に示されるように、保持部材５２がシャーシ１２内に設置された
隣接する二つの光ファイバパッチパネル１０からの光ファイバコンポーネント１４が隣接
して位置するように、光ファイバガイドパネル５０の両側に配置される。光ファイバガイ
ドパネル５０Ａの両側に位置する光ファイバパッチパネル１０がないため、シャーシ１２
の囲いパネル３２Ｂ，３２Ｃに隣接して設置するように設計された光ファイバガイドパネ
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ル５０Ａは一方の側面のみに保持部材５２を有する。
【００２１】
　本実施形態では、保持部材５２は、環状の形態で設けられているが、他の設計又は幾何
学形状が可能である。保持部材５２は、光ファイバパッチパネル１０がシャーシ１２内に
引っ込んだときに、光ファイバパッチパネル１０に接続された光ファイバケーブル４４内
の遊びを引き込むことができる、スプール又は他のタイプの引き込み機構を含むことがで
きる。また、光ファイバパッチパネル１０のように、光ファイバガイドパネル５０は、も
し必要ならば光ファイバ接続を構築及び／又は修繕するときに、保持部材５２により保持
された光ファイバケーブル４４が、光ファイバパッチパネル１０に沿って移動可能なよう
に、シャーシ１２の周囲を移動するように設計することができる。光ファイバガイドパネ
ル５０は、以下に詳細に記載するように、光ファイバガイドパネル５０を保持し、シャー
シ１２の周囲を移動可能にするため、シャーシ１２内に配置された一又は二以上のチャネ
ルに挿入可能なレール５４Ａ、５４Ｂ（図３Ｂ）を含む。
【００２２】
　さらに、所望の最小湾曲半径を越える光ファイバケーブル４４の湾曲又はよじれを防止
又は防止を助けるため、また、保持部材５２は湾曲半径Ｒをもたらすように設計されても
よい。保持部材５２は、図３Ｂに示すように、一又は二以上の湾曲半径Ｒを含むように設
計される。これにより、光ファイバケーブル４４が、保持部材５２の周囲に経路決めされ
たときに、光ファイバケーブル４４が、保持部材５２内の湾曲半径Ｒを越えて湾曲するこ
とを防止する。湾曲半径Ｒの径は、光ファイバケーブル４４のタイプ及び特にシャーシ１
２及びひりファイバパッチパネル１０の空間を考慮して設計することができる。
【００２３】
　図２－３Ｂの光ファイバパッチパネル１０及び光ファイバガイドパネル５０が配置され
、シャーシ１２の周囲を移動可能である方法をさらに示すため、図４Ａ及び４Ｂは、チャ
ネル５６Ａ－５６Ｄを含むシャーシ１２´の実施形態を示す。チャネル５６Ａ－５６Ｄは
、光ファイバパッチパネル１０及び光ファイバガイドパネル５０のレール４８Ａ，４８Ｂ
、５４Ａ、５４Ｂを夫々受け入れるように形成されている。シャーシ１２´は、囲いパネ
ル３２Ａ´－３２Ｄ´により形成された囲いにより形成され、第１の端部５８及び第２の
端部６０の間で、シャーシ１２´の奥行き（Ｚ）軸に沿って、配置された開口３０´を有
する。一又は二以上のチャネル５６Ａ－５６Ｄは、シャーシ１２´の奥行き空間ＤＳ´内
に、奥行き（Ｚ）軸に沿ってシャーシ１２´の第１の端部４８から第２の端部６０まで延
びる、囲いパネル３２Ａ´－３２Ｄ´の内面６２Ａ－６２Ｄに配置される。シャーシ１２
´は、チャネル５６Ａ－５６Ｄ内に挿入された奥行き軸（Ｚ）内の光ファイバパッチパネ
ル１０及び光ファイバガイドパネル５０を受け入れるように形成されている。光ファイバ
パッチパネル１０及び光ファイバガイドパネル５０は、それぞれ、チャネル５６Ｂ、５６
Ｃ内にＸ軸方向に幅又は水平方向に、または、チャネル５６Ａ，５６Ｄ内にＹ軸方向に高
さ又は鉛直方向に挿入される。シャーシ１２´がＸ軸及びＹ軸の両方にチャネル５６Ａ－
５６Ｄを含むことにより、シャーシ１２´は、設置の間、シャーシ１２´内のＸ軸又はＹ
軸のいずれかに沿って光ファイバパッチパネル１０及び光ファイバガイドパネル５０を設
置する柔軟性を付与する。
【００２４】
　図５は、光ファイバパッチパネル１０及び光ファイバガイドパネル５０を、図４Ａ及び
４Ｂにおけるシャーシ１２´の鉛直又はＹ軸配向で設置することができる方法を示す。同
図に示すように、光ファイバパッチパネル１０のレール４８Ａ，４８Ｂがシャーシ１２´
の頂部囲いパネル３２Ａ´及び底部囲いパネル３２Ｄ´に配置されたチャネル５６Ａ、５
６Ｄ内に挿入される。図示の通り、光ファイバガイドパネル５０は、光ファイバパッチパ
ネル１０に隣接したチャネル５６Ａ，５６Ｄ内に配置され、図２に示すのと同様に、光フ
ァイバパッチパネル１０に接続された光ファイバケーブル４４を保持することができる。
光ファイバガイドパネル５０は、チャネル５６Ａ、５６Ｄ内に配置された光ファイバパッ
チパネル１０と他の方法で、チャネル５６Ａ，５６Ｄ内に配置できる。図５のシャーシ１
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２´のチャネル５６Ｄは、対応するチャネル５６Ａと反対側に又は概して反対側に整列さ
れ、これにより、光ファイバパッチパネル１０又は光ファイバガイドパネル５０が受け入
れられ、頂部囲いパネル３２Ａ´及び底部囲いパネル３２Ｄ´から９０度の角度で配向さ
れる。重ねて、アクセス及び保持のため、光ファイバパッチパネル１０及び光ファイバガ
イドパネル５０は、シャーシ１２´内外へ奥行き（Ｚ）軸を移動できる。重ねて、図５の
光ファイバパッチパネル１０及びシャーシ１２´は、シャーシ１２´の奥行き空間ＤＳ´
内で奥行き軸に沿って光ファイバコンポーネント１４を配置し、保持し、所定のシャーシ
１２´の寸法にする密度を増加することを可能にする。
【００２５】
　図６は、どのように光ファイバパッチパネル１０及び光ファイバガイドパネル５０が水
平又はＸ軸方向にシャーシ１２´に設置することができるかを示す。図５で示したのとま
さに同様に、光ファイバパッチパネル１０及び光ファイバガイドパネル５０は、シャーシ
１２´内のチャネル５６へ挿入される。しかしながら、この例では、光ファイバパッチパ
ネル１０及び光ファイバガイドパネル５０は、水平又はＸ軸方向に整列された側方囲いパ
ネル３２Ｂ´、３２Ｃ´に配置されたチャネル５６Ｂ、５６Ｃの間に設置される。重ねて
、光ファイバコンポーネント１４が、光ファイバコンポーネント１４の長さ軸Ｌが奥行き
（Ｚ）軸と平行にならないように、光ファイバパッチパネル１０内に配置され、配向され
る。本実施形態では、長さ軸Ｌは、奥行き（Ｚ）軸に直交する。しかしながら、光ファイ
バコンポーネントを保持する光ファイバパッチパネル１０を、その長さ軸が奥行き（Ｚ）
軸と直交以外の他の角度で交差するように、設けることができる。また、光ファイバガイ
ドパネル５０を、光ファイバパッチパネル１０に隣接して配置し、光ファイバパッチパネ
ル１０に接続された光ファイバケーブル４４を保持することができる。光ファイバガイド
パネル５０は、チャネル５６Ｂ、５６Ｃ内に配置された光ファイバパッチパネル１０とは
異なる方法で、チャネル５６Ｂ、５６Ｃ内に配置できる。光ファイバパッチパネル１０及
び光ファイバガイドパネル５０は、アクセス及び保持のためにシャーシ１２´を内外に移
動できる。重ねて、図６の光ファイバパッチパネル１０及びシャーシ１２´により、光フ
ァイバコンポーネント１４をシャーシ１２´の奥行き空間ＤＳ´の奥行き軸に沿って配置
し保持し、所定のシャーシ１２´サイズに対して密度を増加させることができる。
【００２６】
　ここで述べた光ファイバパネルは、いかなるタイプの光ファイバ装置をも含み、限定さ
れることなく、光ファイバパッチパネル及び／又は光ファイバモジュールを含む。光ファ
イバパッチパネルは、光ファイバアダプタ、コネクタ、又は他のあらゆるタイプの光ファ
イバ構成要素を支持する。光ファイバコンポーネントは、ＬＣ，ＳＣ，ＳＴ，ＬＣＡＰＣ
、ＳＣＡＰＣ，ＭＴＲＪ及びＦＣ光ファイバ接続タイプを含み、これに限定されないあら
ゆる接続タイプのアダプタ及びコネクタを含むことができる。ここで述べた光ファイバパ
ネルハウジング及びパネルは、低曲げ損失光ファイバを含み、これに限定されないあらゆ
るサイズ、配向のあらゆるタイプの光ファイバパネルも含む。光ファイバパネルに配置さ
れた光ファイバコンポーネントに接続された光ファイバケーブルは、これに限定されない
が、ケーブルハーネスを含み、一又は二以上の光ファイバを含む。さらに、ここで使用さ
れているように、「光ファイバケーブル」及び／又は「光ファイバ」との用語は、一又は
二以上の露出した光ファイバ、ルーズチューブ光ファイバ、強緩衝性光ファイバ、リボン
光ファイバ、低曲げ損失光ファイバ、又は他のあらゆる光信号を伝達するための媒体手段
を含む、あらゆるタイプのシングルモード及びマルチモードの光導波を含む。
【００２７】
　前述の記載及び添付の図面に表された教示の利益を有する適切な実施形態に対して、こ
こに記載した多くの修正及び他の実施形態が、当業者には思いつくだろう。これらの修正
は、パネル、シャーシ、及び光ファイバコンポーネントのタイプ、光ファイバパネル又は
シャーシの形態、及び／又は、光ファイバパネル内に設けられた光ファイバコンポーネン
ト及び光ファイバ接続の数又は密度、経路決めのタイプ、一般的か古典的かなど、を含み
、これに限定されない。
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【００２８】
　これにより、記載及び請求の範囲は、開示された特定の実施形態に限定されず、修正及
び他の実施形態が添付の請求の範囲内に含まれることを意図していることが理解されるだ
ろう。実施形態は、修正及び変更が添付の請求の範囲及びその均等物の範囲内にある場合
には、実施形態の修正及び変更をカバーすることを意図している。ここでは特定の用語が
用いられているが、これらは、包括的かつ描写的な意味で用いられており、限定を目的と
するものではない。

【図１】 【図２】
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【図３Ａ】 【図３Ｂ】

【図４Ａ】

【図４Ｂ】

【図５】
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【図６】

【手続補正書】
【提出日】平成24年1月5日(2012.1.5)
【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】
　光ファイバシャーシであって、
　囲いであって、該囲いの第１の端部及び第２の端部の間に前記シャーシの奥行き軸に沿
って該囲いに配置された開口と、前記第１の端部と第２の端部の間の奥行き空間と、を有
する囲いと、
　前記奥行き軸に沿った前記囲いの第１の側面の内面に配置された少なくとも一つの第１
のチャネルと、
　前記第１の側面と反対側の前記奥行き軸に沿った前記囲いの第２の側面の内面に配置さ
れた少なくとも一つの第２のチャネルと、を含み、
　前記囲いは、前記奥行き空間内に、前記少なくとも一つの第１のチャネル及び前記少な
くとも一つの第２のチャネルに挿入された光ファイバパネルを受け入れるように形成され
ており、
　前記光ファイバパネルは、前記第１の端部と第２の端部の間の前記奥行き空間内に、複
数の光ファイバ要素を保持するように形成されており、
　前記複数の光ファイバ要素の長さ軸は、前記奥行き軸に全体的に直交するように整列さ
れていることを特徴とする、
　光ファイバシャーシ。
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【請求項２】
　前記少なくとも一つの第１のチャネルは、複数の第１のチャネルからなり、前記少なく
とも一つの第２のチャネルは複数の第２のチャネルからなり、前記複数の第２のチャネル
の夫々は、前記複数の第１のチャネルの中の一つのチャネルの反対側に整列されている、
　請求項１に記載された光ファイバシャーシ。
【請求項３】
　さらに、前記囲いの前記奥行き軸に沿った第３の側面の内面に配置され、前記第１の側
面及び第２の側面に垂直又は実質的に垂直に配向された少なくとも一つの第３のチャネル
と、
　前記第３の側面の反対側の、前記囲いの前記奥行き軸に沿った第４の側面の内面に配置
された少なくとも一つの第４のチャネルと、を含み、
　前記囲いは、前記奥行き空間内に、前記少なくとも一つの第３のチャネル及び前記少な
くとも一つの第４のチャネル内に挿入された前記光ファイバパネルを受け入れるように形
成されている、
　請求項１に記載された光ファイバシャーシ。
【請求項４】
　前記少なくとも一つの第３のチャネルは、複数の第３のチャネルからなり、前記少なく
とも一つの第４のチャネルは複数の第４のチャネルからなり、前記複数の第４のチャネル
の夫々は、前記複数の第３のチャネルの中の一つのチャネルの反対側に整列されている、
　請求項３に記載された光ファイバシャーシ。
【請求項５】
　光ファイバシャーシであって、
　囲いであって、該囲いの第１の端部及び第２の端部の間に前記シャーシの奥行き軸に沿
って、該囲いに配置された開口と、前記第１の端部及び第２の端部の間の奥行き空間とを
有する囲いと、
　前記奥行き軸に沿った縦軸及び鉛直横軸を有する前記囲いに配置された第１のチャネル
と、
　前記奥行き軸に沿った縦軸及び水平横軸を有する前記囲いに配置された第２のチャネル
と、を含み、
　前記囲いは、前記奥行き空間内に、鉛直配向で前記第１のチャネル内に、または、水平
配向で前記第２のチャネル内に挿入された光ファイバパネルを受け入れるように形成され
ており、
　前記光ファイバパネルは、前記第１の端部と第２の端部の間の前記奥行き空間内に、複
数の光ファイバ要素を保持するように形成されており、
　前記複数の光ファイバ要素の長さ軸は、前記奥行き軸に全体的に直交するように整列さ
れていることを特徴とする、
　光ファイバシャーシ。
【請求項６】
　前記光ファイバパネルは、前記奥行き軸に関して前記シャーシの周囲を移動可能である
、
　請求項１又は５に記載された光ファイバシャーシ。
【請求項７】
　前記複数の光ファイバ要素は、光ファイバアダプタ、光ファイバコネクタ、又は、前記
光ファイバアダプタ及び光ファイバコネクタの組合せを含む。
　請求項１又は５に記載された光ファイバシャーシ。
【請求項８】
　さらに、前記光ファイバパネルに隣接して、前記シャーシ内に配置された光ファイバガ
イドパネルを含み、
　前記複数の光ファイバ要素のうちの一又は二以上に接続された一又は二以上の光ファイ
バケーブルは、前記光ファイバガイドパネル上に経路決めされている、
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　請求項１又は５に記載された光ファイバシャーシ。
【請求項９】
　前記光ファイバガイドパネルは、前記シャーシの周囲を移動可能である、
　請求項８に記載された光ファイバシャーシ。
【請求項１０】
　前記光ファイバパネルは、前記シャーシの「Ｕ」ユニットサイズごとに少なくとも２１
６の光ファイバ接続を提供するのに十分なように、前記複数の光ファイバ要素を保持する
ように形成されている、
　請求項１又は５に記載された光ファイバシャーシ。
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