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(57)【要約】
　余剰ファイバ格納区域（１１８）を含む遠距離通信接
続キャビネット（１００）。余剰ファイバを終端するコ
ネクタ（１８２）を汚染から保護するためのファイバコ
ネクタホルダ（１２２）を受け入れるための隔壁（１２
４）を含む余剰ファイバ格納区域（１１８）。この遠距
離通信接続キャビネット（１００）は、さらに、第１の
光ファイバケーブル（１０４）を受け入れ、および、そ
のケーブルによって搬送される光信号を複数のファイバ
配線ケーブル（１１４）の中に分割する光ファイバスプ
リッタ（１０２）も備え、および、各ファイバ配線ケー
ブル（１１４）は、研磨端面（１８２）を有する光ファ
イバコネクタ（１８０）によって終端されている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遠距離通信接続キャビネットであって、
　内部を画定する、頂部と、床と、１対の互いに反対側に位置した側部と、前記内部に手
を届かせるための開口を含む前部と、後部と、
　第１の光ファイバケーブルを受け入れて、前記ケーブルによって搬送される光信号を、
複数のファイバ配線ケーブルの中に分割する光ファイバスプリッタであって、各々のファ
イバ配線ケーブルは光ファイバコネクタと研磨端面とによって終端されている光ファイバ
スプリッタと、
　前記内部内のケーブルマネジメント構造と、
　複数の光ファイバアダプタを含む少なくとも１つの第１のファイバ接続パネルと、複数
の開口を含む少なくとも１つの第２のファイバ格納パネルであって、この第２のファイバ
格納パネルの各々は前面と後面とを有する、第１のファイバ接続パネルと第２のファイバ
格納パネルと、
　光ファイバコネクタによって終端されている２つの光ファイバケーブルを光学的に接続
するように構成されている前記第１のパネルのアダプタであって、１つのケーブルがこの
アダプタの後面上にあり、かつ、１つのケーブルがこのアダプタの前面上にあるアダプタ
と、
　前記少なくとも１つの第２のパネルの前記開口の１つの中に取り付けられている少なく
とも１つのハウジングであって、このハウジングは複数のコネクタホルダ開口を含み、各
々のコネクタホルダ開口は、前記前部開口の中を通して手を届かせることが可能であり、
かつ、前記光ファイバコネクタの１つを受け入れて前記コネクタの前記研磨端面を汚染か
ら保護するように構成されており、このハウジングは前記前面を通して前記第２のパネル
の前記開口の中に挿入されるようになっており、および、このハウジングの前記開口は前
記第２のパネルの前面から手を届かせることが可能であるハウジングと、
　を備える遠距離通信接続キャビネット。
【請求項２】
　ケーブル余長溜めスプールを含む前記内部内の第２のケーブルマネジメント構造をさら
に備える請求項１に記載の遠距離通信接続キャビネット。
【請求項３】
　前記第１の光ファイバケーブルを外部プラントケーブルに接合するスプライスパネルを
さらに備える請求項１に記載の遠距離通信接続キャビネット。
【請求項４】
　前記スプリッタは前記第１のケーブルからの前記光信号を３２本のファイバ配線ケーブ
ルの中に分割する請求項１に記載の遠距離通信接続キャビネット。
【請求項５】
　各々のハウジングは、前記ファイバ配線ケーブルの８つの光ファイバコネクタを受け入
れるための８つの開口を含む請求項１に記載の遠距離通信接続キャビネット。
【請求項６】
　前記前部開口を閉じる１組のドアをさらに備える請求項１に記載の遠距離通信接続キャ
ビネット。
【請求項７】
　スプリッタ取り付け区域内に取り付けられている複数のスプリッタをさらに備える請求
項１に記載の遠距離通信接続キャビネット。
【請求項８】
　遠距離通信光ファイバコネクタホルダであって、
　前部と後部と第１の末端と第２の末端とを有し、かつ、前記前部内の複数の開口を画定
するハウジングであって、前記開口の各々は、光ファイバ遠距離通信ケーブルを終端する
コネクタを受け入れるようになっており、および、前記コネクタの各々は、前記遠距離通
信ケーブル内の光ファイバが終端されている研磨端面を含むハウジングと、
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　前記光ファイバコネクタの１つを受け入れて前記コネクタの前記研磨端面を汚染から保
護するように構成されている各々の開口と、
　前記光ファイバコネクタの１つと解除自在に係合するための少なくとも１つのラッチ係
合アームを含む各々の開口と、
　を備え、
　前記ハウジングの各々の開口は、前記ハウジングの前記後部を中を通して光ファイバコ
ネクタを受け入れるようには構成されていない、
　遠距離通信光ファイバコネクタホルダ。
【請求項９】
　遠距離通信光ファイバコネクタホルダであって、
　前部と後部と第１の末端と第２の末端とを有し、かつ、前記前部内の複数の開口を画定
するハウジングであって、前記開口の各々は、光ファイバ遠距離通信ケーブルを終端する
コネクタを受け入れるようになっており、および、前記コネクタの各々は、前記遠距離通
信ケーブル内の光ファイバが終端されている研磨端面を含むハウジングと、
　前記光ファイバコネクタの１つを受け入れて前記コネクタの前記研磨端面を汚染から保
護するように構成されている各々の開口と、
　前記光ファイバコネクタの１つと解除自在に係合するための少なくとも１つのラッチ係
合アームを含む各々の開口と、
　を備え、
　前記ハウジングは、ＳＣコネクタのコネクタ受け入れ開口が前記ハウジングの開口と同
様に配置されている時に、前記ハウジング内の前記開口の数に等しい数のＳＣコネクタに
よって画定されている周囲長さに大きさが等しい外部周囲長さを画定する、
　遠距離通信光ファイバコネクタホルダ。
【請求項１０】
　遠距離通信光ファイバコネクタホルダであって、
　前部と後部と第１の末端と第２の末端とを有し、かつ、前記前部内の少なくとも１つの
開口を画定するハウジングであって、前記開口の各々は、光ファイバ遠距離通信ケーブル
を終端するコネクタを受け入れるようになっており、および、前記コネクタの各々は、前
記遠距離通信ケーブル内の光ファイバが終端されている研磨端面を含むハウジングと、
　前記光ファイバコネクタの１つを受け入れて前記コネクタの前記研磨端面を汚染から保
護するように構成されている各々の開口と、
　前記光ファイバコネクタの１つと解除自在に係合するための少なくとも１つのラッチ係
合アームを含む各々の開口と、
　を備え、
　前記ハウジングは一体状のユニットとして成形されており、かつ、前記第１の末端上の
解除自在なラッチと前記第２の末端上の協働する取り付けタブとを含み、前記取り付けタ
ブは、隔壁内の開口の中に前記ハウジングを解除自在に取り付けるように構成されており
、および、前記ハウジングの前記後部は前記隔壁の前記開口の中に挿入されている、
遠距離通信光ファイバコネクタホルダ。
【請求項１１】
　光ファイバ遠距離通信ケーブルを終端するコネクタを受け入れるための前記前部内の複
数の開口をさらに備える請求項１０に記載の遠距離通信光ファイバコネクタホルダ。
【請求項１２】
　遠距離通信キャビネット内にマルチストランド光ファイバ装置を配置する方法であって
、
　エンクロージャと、前記エンクロージャから延びる複数の第１の光ファイバケーブルと
、前記エンクロージャの中に延びる第２の光ファイバケーブルとを含む第１の光ファイバ
スプリッタを設けることであって、前記エンクロージャは前記第２の光ファイバケーブル
を前記第１の光ファイバケーブルに光学的に接続する手段を含み、前記第１の光ファイバ
ケーブルの各々は、前記エンクロージャとは反対側の末端において光ファイバコネクタに
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よって終端され、前記複数の第１の光ファイバケーブルコネクタはコネクタホルダ内の開
口の中に挿入されるようになっている、第１の光ファイバスプリッタを設けることと、
　顧客装置に接続する複数の光ファイバケーブルが中に延ばされている遠距離通信接続キ
ャビネットを設けることであって、前記顧客装置ケーブルの各々が、前記キャビネット内
に取り付けられている複数の光ファイバアダプタの中の１つの光ファイバアダプタの後部
開口の中に挿入され、前記キャビネットは、装置取り付け区域と、ケーブルマネジメント
構造と、前記光ファイバアダプタが中に取り付けられているアダプタアレイと、少なくと
も１つの取り付け開口を含む取り付け隔壁を有する余剰ファイバ格納区域とを含むように
なっている、遠距離通信キャビネットを設けることと、
　前記キャビネットの前記装置取り付け区域内に前記第１の光ファイバスプリッタを取り
付けることと、
　前記キャビネット内の外部プラントケーブルに前記第２の光ファイバケーブルを光学的
に接続することと、
　前記複数の第１の光ファイバケーブルを前記装置取り付け区域から前記ケーブルマネジ
メント構造の中に延ばすこと及び、前記第１の光ファイバケーブルと前記コネクタホルダ
とを前記余剰ファイバ格納区域の中に導くことと、
　前記第１のケーブルの前記複数のコネクタを有する前記ハウジングを前記隔壁の前記取
り付け開口の中に挿入して解除自在に取り付けることであって、前記ハウジングは前記隔
壁の前面から前記開口の中に挿入されるようになっている、挿入して解除自在に取り付け
ることと、
　を含む方法。
【請求項１３】
　前記第１のケーブルの前記複数のコネクタの１つを前記ハウジングから取り外すことと
、前記アダプタアレイの前記複数のアダプタの中の１つのアダプタの反対側の前部開口の
中に前記コネクタを挿入することと、前記対応する第１のケーブルを前記顧客構内ケーブ
ルの１つに光学的に接続することとをさらに含む請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　それ以上の第１のケーブルのコネクタが前記コネクタホルダ内に挿入されなくなるまで
、前記コネクタホルダの中に挿入された前記複数のコネクタの各々は前記ハウジングの前
記コネクタ開口から逐次的に取り外され、前記アダプタアレイ内の前記複数のアダプタの
中の１つのアダプタの中に挿入され、および、前記隔壁内の前記取り付け開口から前記コ
ネクタホルダを取り外すことをさらに含む請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記第１の光ファイバスプリッタと同様に構成されている第２の光ファイバスプリッタ
を設けることと、および、前記装置取り付け区域内に前記第２の光ファイバスプリッタを
取り付けることと、前記第２の光ファイバスプリッタの前記第１の複数の光ファイバケー
ブルを前記ケーブルマネジメント構造の中を通して導くことと、前記余剰ケーブル格納区
域の前記隔壁内の前記開口の中に前記第２の光ファイバスプリッタの前記コネクタホルダ
を解除自在に取り付けることとをさらに含む請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　各々の顧客装置ケーブルが前記光ファイバスプリッタの中の１つの光ファイバスプリッ
タからの第１のケーブルに光学的に接続され終わるまで、連続した数の光ファイバスプリ
ッタが前記装置取り付け区域内に取り付けられていて、および、これらの連続したスプリ
ッタの前記第１のケーブルの前記コネクタが前記アダプタ区域内のアダプタに導かれ、お
よび、その後で、前記余剰ファイバ格納区域内の前記取り付け開口から前記コネクタホル
ダを取り外すことと、前記取り付け開口内に複数の光ファイバアダプタを挿入されるよう
になっている、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　顧客装置ケーブルが、前記余剰ファイバ格納区域の前記取り付け開口の中に取り付けら
れている前記光ファイバアダプタの各々の後部内に挿入される請求項１６に記載の方法。
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【請求項１８】
　追加の光ファイバスプリッタが前記装置取り付け区域内に取り付けられ、および、前記
複数の第１のケーブルの各々とコネクタとが、前記余剰ケーブル格納区域の前記取り付け
開口の中に取り付けられている前記アダプタの中の１つのアダプタの前面内に挿入され、
および、前記追加の光ファイバ装置の前記複数の第１の光ファイバケーブルの各々を前記
顧客装置ケーブルの１つに光学的に接続するようになっている、請求項１７に記載の方法
。
【請求項１９】
　前記外部プラントケーブルはスプライシングによって前記光ファイバスプリッタの前記
第２のケーブルに光学的に接続される請求項１２に記載の方法。
【請求項２０】
　光ファイバ遠距離通信モジュールであって、
　ハウジングと、
　前記ハウジングに入り、および、前記ハウジングを出て行く複数の第２の光ファイバケ
ーブルに光学的に接続されている第１の光ファイバケーブルと、
　研磨端面を有する光ファイバコネクタによって前記ハウジングの反対側の末端において
終端されている前記複数の第２の光ファイバケーブルの各々と、
　コネクタホルダの開口の中に挿入されておりかつこの開口内に解除自在に保持されてい
る前記第２の光ファイバケーブルの各々の光ファイバコネクタであって、前記コネクタホ
ルダは、前部の前記開口の中を通って複数の光ファイバコネクタを保持するように構成さ
れており、かつ、後部の中を通って前記開口の中に光ファイバコネクタを受け入れるよう
には構成されていない各々の光ファイバコネクタと、
　を備える光ファイバ遠距離通信モジュール。
【請求項２１】
　光ファイバ遠距離通信モジュールであって、
　ハウジングと、
　前記ハウジングに入り、および、前記ハウジングを出て行く複数の第２の光ファイバケ
ーブルに光学的に接続されている第１の光ファイバケーブルと、
　研磨端面を有する光ファイバコネクタによって前記ハウジングの反対側の末端において
終端されている前記複数の第２の光ファイバケーブルの各々と、
　コネクタホルダの開口の中に挿入されておりかつこの開口内に解除自在に保持されてい
る前記第２の光ファイバケーブルの各々の光ファイバコネクタであって、前記コネクタホ
ルダは、一体成形されたコネクタホルダハウジングの中で複数の光ファイバコネクタを保
持するように構成されている各々の光ファイバコネクタと、
　を備える光ファイバ遠距離通信モジュール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的に、光ファイバ遠距離通信接続装置に関する。さらに特に、本発明は
、光ファイバコネクタのための多位置ホルダに関する。
【背景技術】
【０００２】
　光ファイバの接続性とサービスとが、商業顧客と住宅顧客の両方の、ますます多くの顧
客に広げられている。しかし、現在において、このサービスを利用可能なすべて顧客がこ
うしたサービスを受け入れて利用する用意が整っているわけではない。これに加えて、新
たなサービスおよび接続装置が、こうしたユニットが構築されるかまたは居住の用意が整
う時点の以前に、住宅および商業不動産開発プロジェクトにおいて提供されるだろう。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
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　こうした状況では、設置された接続装置内の既存の接続部に対する新たな顧客の接続と
、その設置された接続装置における利用可能な接続部の数の増大とを促進するための、容
易に拡張可能な解決策を有することが望ましい。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明は、複数の光ファイバケーブルに外部プラントケーブルを接続するスプリッタを
含む遠隔通信装置キャビネットに関する。このキャビネットは、スプリッタ取り付け区域
と、ケーブルマネジメント構造と、コネクタによって終端された２つの光ファイバケーブ
ルを光学的に接続するアダプタのアレイと、余剰ケーブル格納区域とを含む。顧客装置ケ
ーブルがアダプタアレイ内でアダプタの後部に接続される。スプリッタからのケーブルが
ケーブルマネジメント構造と余剰ケーブル格納区域とに導かれ、および、この余剰ケーブ
ル格納区域内では、これらのケーブルを終端するコネクタが、外部プラントケーブルと顧
客装置ケーブルとの間の接続が必要とされる時まで、格納されて保護される。
【０００５】
　本発明は、光ファイバコネクタを受け入れてこのコネクタの研磨された端面を保護する
ための、ハウジングの中の少なくとも１つの開口を有するコネクタホルダに関する。この
コネクタホルダは、隔壁内の開口の中にそのハウジングを解除自在に取り付けるために互
いに協働する一方の末端上の解除自在なラッチと他方の末端上の取り付けタブとを有する
ハウジングを含む。
【０００６】
　本発明は、さらに、光ファイバ遠距離通信接続キャビネットの接続能力を増大させる方
法に関する。スプリッタがこのキャビネット内に取り付けられ、および、このスプリッタ
からのケーブルが外部プラントケーブルに接続される。このスプリッタは外部プラントケ
ーブルからの光信号を、光ファイバコネクタによって終端されている複数の光ファイバケ
ーブルの中に分割する。この複数のケーブルはスプリッタからケーブルマネジメント区域
と余剰ケーブル格納区域とに導かれる。これらのケーブルの複数のコネクタはコネクタホ
ルダの中に挿入され、および、コネクタホルダは余剰ケーブル格納区域内の取り付け開口
の中に挿入される。このキャビネットは、スプリッタからのケーブルを顧客装置ケーブル
に接続するために必要に応じて使用されることが可能なアダプタのアレイを含む。
【０００７】
　本明細書に組み入れられておりかつ本明細書の一部分を構成する添付図面が、本発明の
幾つかの側面を例示し、および、説明と共に、本発明の原理を説明する役割を果たす。図
面の簡単な説明は次の通りである。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下では、添付図面に示されている本発明の例示的な諸側面を詳細に説明する。同一ま
たは類似の部品に言及するために、可能である限り同一の照合番号が図面全体にわたって
使用されるだろう。
【０００９】
　図１は、顧客のための光ファイバ接続性が必要とされる区域内のペデスタルまたは他の
マウントの上に取り付けられることが可能である遠距離通信接続キャビネットのような遠
距離通信接続キャビネット１００を示す。キャビネット１００は、外部プラント光ファイ
バケーブルが光ファイバ配線ケーブルに接続されるための場所を提供する。この場合に、
この配線ケーブルは、顧客の場所において光ファイバサービスおよび接続性を提供するた
めに顧客装置に到達させられる。顧客に対してサービスを提供するための典型的な構成が
、外部プラント（ＯＳＰ）ケーブルからの信号を複数の配線ケーブルの中に分割するため
にスプリッタを使用することを含み、および、各々の配線ケーブルは特定の顧客装置に対
する接続を実現する。共通のスプリッタが、双方向通信構成の形で、ＯＳＰケーブル内の
光信号を３２個の個別信号に分割し、および、さらに、これらの３２個の信号をＯＳＰケ
ーブルの中に結合する。キャビネット１００は、共通して所有されている２００３年７月
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２日付で出願された標題「遠距離通信接続キャビネット」の米国特許出願番号１０／６１
３，７６４に開示されているものと本質的に類似しており、この出願の開示内容が本明細
書に引例として組み入れられている。
【００１０】
　顧客装置に接続されている複数のケーブル１０８がキャビネット１００の中に導かれる
だろう。１つまたは複数のＯＳＰケーブル１０６が、スプライストレイまたはパネル１１
０のようなスプライス装置にキャビネット１００の中に導かれるだろう。ＯＳＰケーブル
１０６はスプライスパネル１１０内で２次ケーブル１０４に接合されるだろう。２次ケー
ブル１０４はスプライスパネル１１０から第１のケーブルマネジメント構造１１２に導か
れ、および、スプリッタ取り付け区域１０３内のスプリッタ１０２に達する。スプリッタ
１０２は、ＯＳＰケーブル１０６と２次ケーブル１０４とを通して伝送される光信号を、
３２本までのファイバ配線ケーブル１１４の中に導かれる３２個までの信号に分離させる
。ケーブル１１４は、スプリッタ１０２から、ケーブルマネジメント区域１１２の中を通
して、複数のケーブル余長溜めスプール１１７を含む第２のケーブルマネジメントおよび
余長溜め区域１１６の中に導かれる。ケーブル１１４は、この余長溜め区域１１６から、
余剰ケーブル格納区域１１８内のコネクタホルダまたはアダプタアレイ１２０内のアダプ
タのどちらかに導かれてよい。これらのケーブル１１４の各々が光ファイバコネクタによ
って終端されていることが好ましい。
【００１１】
　余剰ケーブル格納区域１１８内では、複数のコネクタホルダ１２２が隔壁１２４内の取
り付けスロット内に設置されている。コネクタホルダ１２２（さらに詳細に後述する）は
、光ファイバコネクタを受け入れて解除自在に保持する複数の開口を含む。コネクタホル
ダ１２２内の開口が、連続した光路を提供せずに、むしろ、終端光ファイバコネクタに取
り付けられている各ケーブル１１４内の光ファイバの研磨された端面を収容して保護する
ことが好ましい。この保護は、開示内容が本明細書に引例として組み入れられている、共
通して所有されている２００３年６月３０日付で出願された標題「光ファイバコネクタホ
ルダおよび方法」の米国特許出願番号１０／６１０，３２５に示されている末端キャップ
のような末端キャップとの組合せにおいて実現されるだろう。あるいは、コネクタホルダ
１２２が、保護用の末端キャップを必要とせずにコネクタ終端ケーブル１１４の研磨端面
を密封して保護するだろう。
【００１２】
　アダプタアレイ１２０内には、コネクタ終端ケーブル１１４を受け入れる複数の光ファ
イバアダプタ１２３が取り付けられている。ケーブル１１４のコネクタは、アダプタ１２
３の前面内の開口の中にも受け入れられる。アダプタ１２３は、さらに、顧客装置ケーブ
ル１０８の１つを終端するコネクタを受け入れるようになっている開口を、反対側に位置
した背面上に含む。アダプタアレイ１２０内のアダプタ１２３は、ケーブル１０８に接続
されている顧客装置に対してＯＳＰケーブル１０６から光信号を伝送するために、ケーブ
ル１１４の１つをケーブル１０８の１つに光学的に接続するだろう。このケーブル終端コ
ネクタとアダプタ１２３は当業で公知である。図１に示されているように、このコネクタ
はＳＣコネクタであり、および、他のタイプ、フォーマット、スタイル、および、サイズ
の遠距離通信コネクタが使用可能であることが想定されている。
【００１３】
　キャビネット１００は、前部１２６と、１対の互いに反対側に位置する側部１２８と、
後壁１３０と、基部１３２と、頂部１３４とを含み、これらすべてが協働して、上述の様
々な構成要素が中に取り付けられる内部１３６を画定する。これらの構成要素が、１対の
ドア１３８によって閉鎖できる前部１２６内の開口１４０の中を通して手を届かせること
が可能である。
【００１４】
　次に図２を参照すると、遠距離通信接続キャビネットの代案の実施形態２００が、キャ
ビネット１００と同じ構成要素を含む。この構成要素の幾つかが外観または位置に関して
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変更されているが、その機能上の特徴はキャビネット１００と同様である。キャビネット
１００は１対のアダプタアレイパネル１２１を含み、および、各パネル１２１は、１８個
のアダプタ１２３から各行が構成されている合計で４つの行のアダプタ、すなわち、７２
個のアダプタを含む。キャビネット２００は、３つのこのようなアダプタアレイパネルを
含み、すなわち、合計で２１６個のアダプタ１２３を含む。キャビネット１００とキャビ
ネット２００の両方は、余剰ケーブル格納区域１１８内に単一の隔壁１２４を含む。この
隔壁１２４の各々は、３つのコネクタホルダ１２２から各行が構成されている３つの行の
コネクタホルダ１２２を取り付けるための開口を含む。各々のコネクタホルダ１２２は、
ケーブル１４４の８つのケーブルコネクタを受け入れて格納して保護するための合計８つ
の開口を含み、合計７２個までのコネクタの格納を実現する。
【００１５】
　図３を参照すると、この図には、後部表面２２９を含む前面２２８内の９つの開口２２
６と、開口２２６の１つの中に配置されている１つのコネクタホルダ１２２とを有する隔
壁２２４が示されている。１対の互いに反対側に位置する側壁２３０が前面２２８の互い
に反対側に位置した端部から１対の取り付けフランジ２３２へと後方に延びる。取り付け
フランジ２３２は、キャビネット１００、２００の一方、または、同様に構成されている
キャビネットに隔壁２２４を取り付けるための留め具開口２３４を含む。隔壁２２４は、
中に取り付けられているそのキャビネットの一方の側に向かって前面２２８が傾斜してい
るように構成されていることを除いて、図１と図２の隔壁１２４と類似している。光ファ
イバコネクタを受け入れるための装置を含む隔壁を傾斜させることが当業で公知であり、
および、特に有利であることに、曲げ半径の保護を促進すると同時にケーブルマネジメン
トと設置密度との改善を実現する。上述の図１と図２に示されているように、隔壁１２４
は互いに等しい長さの側壁２３０を有し、したがって、その隔壁１２４はキャビネット１
００またはキャビネット２００のどちらの側に向かっても傾斜していない。
【００１６】
　開口２２６の各々は、第１の端部すなわち上端部２２７と第２の端部すなわち下端部２
２５とを含む。１対の耳部２３６が、上端部２２７から下端部２２５に延びる１対の互い
に反対側に位置する側部の中に１つずつ配置されており、この耳部２２６は、開口２２６
内のコネクタホルダ１２２を方向配置するためにコネクタホルダ１２２上のキー結合要素
２３８と協働する。コネクタホルダ１２２は、開口２２６内でコネクタホルダ１２２を解
除自在に保持するために協働する（後述の図４から図６に示されている）一方の末端にお
ける解除自在のラッチ２４０と他方の末端におけるタブ２４２とを有する。ケーブル１１
４内の張力によってコネクタホルダ１２２に加えられることがある力の方向が、開口２２
６からのコネクタホルダ１２２の偶発的な解除を防止するように制御されることが望まし
い。キー結合要素２３８と耳部２３６は、このようなケーブルの張力によって生じさせら
れる偶発的な解除に抵抗するようにコネクタホルダ１２２が開口２６６内で適正に方向配
置されていることを確実なものにするために協働する。
【００１７】
　隔壁２２４（および隔壁１２４）の前面２２８内の開口２２６は、コネクタホルダ１２
２が所定の位置にない時に８つまでのアダプタ１２３も受け入れる大きさにされている。
このことが隔壁１２４、２２４が、キャビネット１００、２００と、これらと同様に構成
されているキャビネットとの接続能力を増大させるために、ケーブル１１４を顧客装置ケ
ーブル１０８に光学的に接続するための追加の空間を実現することを可能にする。
【００１８】
　次に、図４から図１３を参照すると、コネクタホルダ１２２は、ケーブル１１４のコネ
クタを受け入れて解除自在に保持するための８つの開口１５０を有するハウジング１６０
を含む。上述したように、ケーブル１１４はＳＣ型のコネクタによって終端されており、
および、開口１５０は、ＳＣコネクタを受け入れて解除自在に保持するように構成されて
いる。図４から図６に示されているように、開口１５０はハウジング１６０の中を通って
前部１６２から後部１６４に延び、および、これらの開口の各々は、ケーブル１１４とコ
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ネクタとによって保持されている光ファイバの研磨端面の周りのダストキャップとを有す
るケーブル１１４のコネクタを受け入れることが可能である。このダストキャップは、上
述されておりかつ本明細書に組み入れられている米国特許出願に示されている。あるいは
、この代わりに、コネクタの研磨端面が、ダストキャップによって、または、ダストキャ
ップなしに、汚染から保護されることが可能であるように、開口１５０の末端が閉じられ
ていてもよい。
【００１９】
　ハウジング１６０は、第１の末端すなわち頂部１５２と、第２の末端すなわち底部１５
４とを含む。解除自在なラッチ２４０が頂部１５２に取り付けられており、および、タブ
２４２が底部１５４内に取り付けられている。レール１５６がハウジング１６０の側部１
６６に沿って頂部１５２と底部１５４との間を延びている。キー結合要素２３８がレール
１５６に沿って配置されており、および、レール１５６の後面１５８を越えて延びる。レ
ール１５６の後面１５８を越えて延びるハウジング１６０の一部分が、開口２２６内に嵌
まる大きさにされている。レール１５６の後面１５８は、開口２２６内に挿入されると、
前面２２８と係合し、および、キー結合要素２３８は、ハウジング１６０の頂部１５２と
底部１５４とを適正に方向配置するために耳部２３６の１つに係合する。
【００２０】
　ハウジング１６０を開口２２６内に挿入するために、タブ２４２の固着面２４３が下端
部２２５の前面２２８の後方に位置しかつ前面２２８の後部表面２２９に係合するように
、底部１５４が最初に前面２２８の中を通して開口２２６内に配置される。その次に、頂
部１５２が開口２２６内に挿入される。解除自在なラッチ２４０の傾斜面２４４が開口２
２６の上端部２２７に係合し、および、解除自在なラッチ２４０の傾斜面２４４と固着面
２４１とが開口２２６の中を通過するのを可能にするように曲がる。解除自在なラッチ２
４０の固着面２４１は後部表面２２９に係合する。レール１５６の後面１５８が固着面２
４１、２４３の両方に対向しており、この後面１５８は前面２２８と係合している。キー
結合要素２３８の両方は開口２２６の耳部２３６に係合する。解除自在なラッチ２４０は
、固着面２４１が後部表面２２９から分離して開口２６６からのハウジング１６０の取り
外しを可能にするように、固着面２４１を引っ込めるために押し下げられることが可能な
指片タブ２４６を含む。ハウジング１６０は、前部１２６内の開口１４０の中を通してキ
ャビネット１００またはキャビネット２００に手を届かせる時に、隔壁１２４、２２４の
前面２２８を通して挿入されるように構成されている。
【００２１】
　次に図７から図１３を参照すると、コネクタホルダ１２２のハウジング１６０は、各々
の開口１５０内に方向配置スロット１７０とラッチ係合アーム（ｌａｔｃｈｉｎｇ　ａｒ
ｍ）１６８とを含む。ラッチ係合アーム１６８はＳＣ型アダプタのラッチ係合要素と協働
して、このコネクタが開口２５０内に解除自在に保持されることを可能にする。他の型と
タイプのコネクタの場合には、こうしたコネクタが解除自在に保持されることを可能にす
るために、異なるラッチ係合要素が開口１５０内に含まれてよい。方向配置スロット１７
０は、開口１５０内のコネクタすべてを同一の仕方で方向配置するために、ＳＣコネクタ
の外側上の方向配置要素と協働するだろう。コネクタのこの方向配置は、概ね対称なラッ
チ係合要素を有するＳＣコネクタにとっては必ずしも不可欠ではないが、異なるラッチ係
合構成を有する他のコネクタの場合には望ましいだろう。
【００２２】
　次に図１４を参照すると、スプリッタ１０２が、２次ケーブル１０４のためのケーブル
入口１７４とケーブル１１４のための１対のケーブル出口１７６とを有するハウジング１
７２を含む。図に示すように、各々のケーブル出口１７６は、１６本までのケーブル１１
４がハウジング１７２の外に出ることを可能にする。ＳＣコネクタとして示されている研
磨端面１８２を有するコネクタ１８０が各ケーブル１１４を終端する。ケーブル出口の他
のサイズとレイアウトとが想定されている。満たされるべき接続要件とスプリッタ１０２
内の光スプリッタ構成とに応じて、異なる数のケーブル１１４がハウジングを出ることが
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できる。キャビネット１００、２００、または、同様に構成された遠距離通信接続キャビ
ネットのスプリッタ取り付け区域１０３内にスプリッタ１０２を保持するために、解除自
在なラッチ１７８がハウジング１７２の１つの側部に取り付けられている。
【００２３】
　図１４Ａは、２次ケーブル１０４と複数のケーブル１１４とを有する、スプリッタ１０
２にレイアウトが類似している光ファイバ装置モジュール２０２を示す。２次ケーブル１
０４は単一ストランドのケーブルであってよく、および、モジュール２０２は、モジュー
ル１０２に関して上述したスプリッタのような、ケーブル１１４を有するコネクタケーブ
ル１０４に対するスプリッタを含んでよい。あるいは、この代わりに、ケーブル１０４は
マルチストランドのケーブルであってよく、および、モジュール２０２は、ストランドを
ケーブル１１４の形に分離するファンアウトモジュール（ｆａｎ－ｏｕｔ　ｍｏｄｕｌｅ
）としてだけ働いてもよい。ケーブル１１４の各々はコネクタ１８０によって終端され、
および、各コネクタ１８０はコネクタホルダ１２２の中に挿入されている。このモジュー
ル２０２は、後述する接続能力の追加方法において使用されるだろう。
【００２４】
　キャビネット１００に接続能力を追加する方法が、１つまたは複数のコネクタホルダ１
２２との組合せの形で事前構成されたスプリッタ１０２を設置することを含むだろう。設
置される時にキャビネット１００が特定の顧客サービス区域に関する最終的な接続構成を
予想することを必要とするように、キャビネット１００内の接続能力の容易な現場での拡
張を実現することが望ましい。キャビネット１００は、顧客区域に関して予測された当面
の必要性を満たすために、および、その区域内で必要とされる接続が多くなるにつれて増
分的な拡張を可能にするためにだけ必要な接続能力を伴って、設置されればよい。キャビ
ネット１００に接続能力を追加する次の方法はキャビネット２００にも適用可能であり、
および、設置前にキャビネット１００を当初に構成するために、または、キャビネット１
００の接続能力を現場で拡張するために、使用されてよい。
【００２５】
　キャビネット１００内の接続能力を増大させるために、ケーブル１０４とコネクタ１８
０によって終端された３２本のケーブル１１４と共に事前構成されているスプリッタ１０
２が使用される。このスプリッタ１０２はスプリッタ取り付け区域１０３内に取り付けら
れており、および、ケーブル１０４の自由端部がケーブルマネジメント構造１１２とスプ
ライスパネル１１０との中に導かれる。スプライスパネル１１０内では、ケーブル１０４
の自由端部がＯＳＰケーブル１０６の末端の中に接合される。この接合がＯＳＰケーブル
１０６をケーブル１１４の各々に光学的に接続する。ケーブル１１４のコネクタ１８０は
４つのコネクタホルダ１２２の中に事前に挿入されている。ケーブル１１４はスプリッタ
１０２からケーブルマネジメント構造１１２を経由して第２のケーブルマネジメント構造
１１６の中に導かれ、この第２のケーブルマネジメント構造１１６内では、余剰ケーブル
長さがケーブル余長溜め装置の中に保持されるだろう。スライススプリッタ１０２が異な
るキャビネットとキャビネット１００と共に使用するように再構成されてよいので、スプ
リッタのケーブル１１４の長さはキャビネット１００の場合に必要とされるその長さより
も長く、および、この余剰長さがケーブル余長溜めスプール１１７（図１を参照されたい
）の周りに保持されるだろう。
【００２６】
　第２のケーブルマネジメント区域１１６から、ケーブル１１４と、挿入されているコネ
クタ１８０を伴うコネクタホルダ１２２とが、余剰ケーブル格納区域１１８内に入れられ
る。各々のコネクタホルダ１２２は、隔壁１２４の開口２２６の１つの中に単純にスナッ
プ嵌めされる。これで増分の接続能力の追加が完了する。顧客接続が必要とされる時に顧
客装置ケーブル１０８がキャビネット１００の中に導き入れられ、コネクタ１８０によっ
て終端される。このコネクタは、アダプタアレイ１２０内のアダプタ１２３の後部開口の
中に挿入される。あるいは、この代わりに、キャビネット１００が設置される時に、アダ
プタ１２２内のすべてのアダプタ１２３の後部が、事前配線された顧客装置ケーブル１０
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８を有するだろうし、および、これらのケーブルが将来の顧客のフックアップを見越して
顧客構内に導かれる。こうした事前配線された顧客が通電した接続を望む時には、ケーブ
ル１１４が適切なアダプタ１２３の前部の中に挿入されるだけでよい。余剰ケーブル格納
区域１１８内のケーブル１１４の１つが選択され、および、そのコネクタ１８０がコネク
タホルダ１１８から取り外される。この選択されたケーブル１１４は、所望の長さのケー
ブルを提供するために、必要に応じて第２のケーブルマネジメント区域１１６内に再び通
され、および、コネクタ１８０はアダプタアレイ１２０内の適切なアダプタ１２３の中に
挿入される。選択されたケーブル１１４のコネクタ１８０が、ファイバの研磨端面を保護
するためにダストキャップを含む場合には、このダストキャップはアダプタ１２３の中へ
の挿入の前に取り外される。
【００２７】
　スプリッタ１０２は、このスプリッタ１０２が設置される時に４つのコネクタホルダ１
２２の中に挿入された３２本のケーブル１１４とコネクタ１８０とを含む。これらのケー
ブル１１４とコネクタ１８０とがアダプタアレイ１２０の中に移動させられるので、コネ
クタホルダ１２２の一部または全部がすべてのコネクタ１８０で塞がっていないことがあ
る。これが生じる時には、空のコネクタホルダ１２２が余剰ケーブル格納区域１１８から
取り外され、および、廃棄または再利用されてよい。この空のコネクタホルダ１２２の取
り外しが隔壁１２４内の開口２２６を自由にし、追加のスプリッタ１０２のコネクタホル
ダが設置されることと、より多くの接続能力がキャビネット１００に追加されることとを
可能にする。
【００２８】
　顧客装置に対する接続が終端されなければならない場合には、適切なケーブル１１４の
コネクタ１８０がアダプタ１２３から取り外されてよい。その次に、ケーブル１１４がケ
ーブルマネジメント構造１１６内に再び通され、および、コネクタ１８０が余剰ケーブル
格納区域１１８内のコネクタホルダ１２２の開口１５０の中に挿入される。
【００２９】
　キャビネット１００のスプリッタ取り付け区域１０３は４つまでのスプリッタ１０２を
取り付けるための空間を含み、一方、キャビネット２００は８つまでのスプリッタ１０２
を取り付けるための空間を提供する。キャビネット１００は、このように構成されている
ので、４本までのＯＳＰケーブルを各々に３２本のケーブル１１４に分割するように、す
なわち、合計で１２８本のケーブル１１４に分割するように接続する能力を有する。アダ
プタアレイ１２０内には、対応する顧客装置ケーブル１０８に対するこれらのケーブル１
１４の各々の接続を可能にするのに十分な数のアダプタ１２３が存在する。
【００３０】
　しかし、キャビネット２００は、８本までのＯＳＰケーブルを各々に３２本のケーブル
１１４に分割し、すなわち、合計で２５６本までのケーブル１１４に分割する能力を有す
る。キャビネット２００内のアダプタアレイ１２０は、ケーブル１１４からのコネクタを
受け入れるための合計で２１６個のアダプタ１２３を提供するだけである。アダプタアレ
イ１２０がケーブル１１４で埋め尽くされ終わった後に、顧客装置ケーブル１０８との接
続のためのアダプタ１２３が備えられていない４０本までの余剰ケーブル１１４が余剰ケ
ーブル格納区域１１８内に存在するだろう。
【００３１】
　図４から図１３に示されているように、８つの開口１５０を有するコネクタホルダ１２
２のハウジング１６０は、８つのアダプタ１２３から構成されるアレイと概ね同一の実装
面積を有する。アダプタアレイ１２０がスプリッタ１０２からのケーブル１１４で完全に
埋め尽くされると、コネクタホルダ１２２は隔壁１２４内の開口２２６から取り外されて
よく、および、８つまでのアダプタ１２３が開口２２６の各々の中に位置してもよい。隔
壁１２４内の５つの開口をアダプタ１２３で埋め尽くすことによって、追加の４０本のケ
ーブル１１４が顧客装置ケーブル１０８と接続されることが可能であり、および、４０本
の余剰ケーブル１１４が利用可能であるようにアダプタアレイ１２０の能力を効果的に増
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大させる。開口２２６の５つがアダプタ１２３によって使用されている場合さえ、顧客装
置ケーブルとの接続が解除または変更される時にケーブル１１４が格納されるようにコネ
クタホルダ１２２のために依然として開口２２６が残されている。
【００３２】
　図１５は、余剰ケーブル格納区域１１８内に隔壁２２４を含むが、キャビネット１００
、２００と構成が類似している、遠距離通信接続キャビネット３００の第３の代案の実施
形態を示す。アダプタパネル１２１と隔壁２２４は、ケーブルマネジメント構造１１６か
らアダプタ１２３とコネクタホルダ１２２へのケーブル１１４の移動を改善するために、
ケーブルマネジメント構造と余長溜め１１６とに向かって傾斜させられている。これに加
えて、ケーブル支持体３０２が、アダプタ１２３とコネクタホルダ１２２とに延びるケー
ブル１１４をそれぞれに支持するためにパネル１２１と隔壁２２４との両方の上に設けら
れている。
【００３３】
　図１６は、本発明による遠距離通信接続キャビネット４００の第４の実施形態を示す。
キャビネット４００は、アダプタアレイ１２０と余剰ケーブル格納区域１１８の両側に沿
ってケーブル余長溜めを有するケーブルマネジメント構造を伴って、上述のキャビネット
１００、２００、３００に構成において類似している。パネル１２１の左側に隣接したア
ダプタ１２３はキャビネット４００の左側に向かって傾斜させられており、および、パネ
ル１２１の右側に隣接したアダプタ１２３はそのキャビネットの右側に向かって傾斜させ
られている。
【００３４】
　図１７は、キャビネット５００内の並列構造５０２を含む遠距離通信キャビネット５０
０の第５の実施形態である。各々の構造５０２はキャビネット４００の内容物と構成的に
類似している。
【００３５】
　図１８は、余剰ケーブル格納区域１１８が内側壁６０２の１つに沿って配置されている
遠距離通信キャビネット６００の第６の実施形態である。図１９は、コネクタホルダ１２
２を受け入れるための複数の開口２２６を含む隔壁６０４を示す。キャビネット６００内
のその他の要素は上述したキャビネットに類似している。隔壁６０４は、それぞれに内部
６０２とキャビネット後部壁１３０とに対する接続のために１対の取り付けフランジ６０
６、６０８を含む。
【００３６】
　上述の明細事項と具体例とデータが、本発明の製造と使用の完全な説明を提供する。本
発明の多数の実施形態が本発明の着想と範囲とから逸脱せずに作られることが可能なので
、本発明は、以下に添付されている特許請求項に存在する。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】図１は、配線を示すために例示的なケーブルだけが示されている、本発明による
多位置光ファイバコネクタホルダを含む光ファイバ遠距離通信接続キャビネットの正面図
である。
【図２】図２は、配線を示すために例示的なケーブルだけが示されている、本発明による
多位置光ファイバコネクタホルダを含む光ファイバ遠距離通信接続キャビネットの第２の
実施形態の正面図である。
【図３】図３は、複数の取り付け開口の中の１つの取り付け開口の中に挿入されている多
位置光ファイバコネクタホルダを伴う、図１と図２に示されている多位置光ファイバコネ
クタホルダを受け入れるための取り付け隔壁の正面斜視図である。
【図４】図４は、本発明による多位置光ファイバコネクタホルダの正面斜視図である。
【図５】図５は、図４の多位置光ファイバコネクタホルダの背面斜視図である。
【図６】図６は、図４の多位置光ファイバコネクタホルダの第２の背面斜視図である。
【図７】図７は、図４の多位置光ファイバコネクタホルダの正面図である。
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【図８】図８は、図４の多位置光ファイバコネクタホルダの背面図である。
【図９】図９は、図４の多位置光ファイバコネクタホルダの上面図である。
【図１０】図１０は、図４の多位置光ファイバコネクタホルダの下面図である。
【図１１】図１１は、線１１－１１に沿った、図７の多位置光ファイバコネクタホルダの
側面断面図である。
【図１２】図１２は、線１２－１２に沿った、図７の多位置光ファイバコネクタホルダの
断面図である。
【図１３】図１３は、線１３－１３に沿った、図７の多位置光ファイバコネクタホルダの
第２の断面図である。
【図１４】図１４は、図１および図２のキャビネット内において示されている光ファイバ
スプリッタモジュールの正面斜視図である。
【図１４Ａ】図１４Ａは、本発明による光ファイバ装置の上面図である。
【図１５】図１５は、本発明による遠距離通信接続キャビネットの第３の実施形態の正面
図である。
【図１６】図１６は、本発明による遠距離通信キャビネットの第４の実施形態の正面図で
ある。
【図１７】図１７は、本発明による遠距離通信接続キャビネットの第５の実施形態の正面
斜視図である。
【図１８】図１８は、側壁の内側表面に隣接して取り付けられている余剰ファイバ格納区
域を有する、本発明による遠距離通信キャビネットの第６の実施形態の正面図である。
【図１９】図１９は、複数の取り付け開口の中の１つの取り付け開口の中に挿入された多
位置光ファイバコネクタホルダを有する、図１８に示されている多位置光ファイバコネク
タホルダを受け入れるための取り付け隔壁の正面斜視図である。

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１３】
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【図１４】 【図１４Ａ】

【図１５】 【図１６】
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【図１９】
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