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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バックワイヤリングボード側コネクタが実装してあるバックワイヤリングボードを有す
る箱形状のサブラック装置と、該サブラック装置内に挿入されてプラグインユニット側コ
ネクタを上記コネクタバックワイヤリングボード側コネクタと接続されて実装されている
複数のプラグインユニットとよりなる通信装置において、
上記サブラック装置は、
上記バックワイヤリングボードの前側にバックワイヤリングボード用枠板を有し、該バッ
クワイヤリングボード用枠板のリブが上記バックワイヤリングボード側コネクタの両側に
配された構成であり、
　上記プラグインユニットは、
　フロント部材と、一端側に上記プラグインユニット側コネクタを有するプリント板と、
左右の側板、天板、及び底板を有し、該プリント板を包み込むように覆う金属製のケース
と、該金属製のケースの左右の側板を外側に弾性付勢するばね部材とを有する構成であり
、
　上記プラグインユニットが上記サブラック装置内に実装された状態で、上記ばね部材が
弾性変形され、該ばね部材のばね力によって、上記金属製のケースの左右の側板が上記バ
ックワイヤリングボード用枠板の上記リブに押し付けられる構成としたことを特徴とする
通信装置。
【請求項２】
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　請求項１の通信装置において、
上記プラグインユニットは、
該フロント部材の上下の端より水平に延びている上下の水平アーム部材と、該上下の水平
アーム部材の間に垂直架設してある垂直柱部材とを有し、
且つ、上記ばね部材が、該金属製のケースの左右の側板の内面に、上記柱部材と当たるよ
うに取り付けてある構成としたことを特徴とする通信装置。
【請求項３】
　バックワイヤリングボード側コネクタが実装してあるバックワイヤリングボードを有す
る箱形状のサブラック装置内に挿入されてプラグインユニット側コネクタを上記コネクタ
バックワイヤリングボード側コネクタと接続されて実装されるプラグインユニットにおい
て、
フロント部材と、一端側に上記プラグインユニット側コネクタを有するプリント板と、左
右の側板、天板、及び底板を有し、該プリント板を包み込むように覆う金属製のケースと
、該金属製のケースの左右の側板を外側に弾性付勢するばね部材とを有する構成としたこ
とを特徴とするプラグインユニット。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は通信局舎内に設置される通信装置に係り、特に、装置から出る電磁妨害雑音であ
るＥＭＩ（Electromagnetic　Interference）の低減、静電気放電に対する耐力の強化、
耐燃焼性の向上、及び強制空冷の効率の向上等を図った通信装置に関する。
【０００２】
近年の通信の重要性に伴って、通信局舎内に設置される通信装置の品質の向上が求められ
ている。通信装置の品質としては、ＥＭＩが十分に低いこと、例えば北米で採用させれて
いるＦＣＣ．ｐａｒｔ１８の規格を満足するものであることを有すること等がある。
【０００３】
【従来の技術】
一般に、通信装置は、ラックに取り付けられるサブラック内に複数のプラグインユニット
が並んで実装された構造である。
【０００４】
従来は、プラグインユニットがされたサブラックの前側にカバーをしてＥＭＩ対策が採ら
れていた。これは、実装されているプラグインユニットから放射されている電磁妨害雑音
をまとめてシールドするという構成である。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
この構成では、ＥＭＩ対策が不十分となる虞れがあった。
【０００６】
そこで、本発明は、上記課題を解決した通信装置及びプラグインユニットを提供すること
を目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
請求項１の発明は、バックワイヤリングボード側コネクタが実装してあるバックワイヤリ
ングボードを有する箱形状のサブラック装置と、該サブラック装置内に挿入されてプラグ
インユニット側コネクタを上記コネクタバックワイヤリングボード側コネクタと接続され
て実装されている複数のプラグインユニットとよりなる通信装置において、
上記サブラック装置は、
上記バックワイヤリングボードの前側にバックワイヤリングボード用枠板を有し、該バッ
クワイヤリングボード用枠板のリブが上記バックワイヤリングボード側コネクタの両側に
配された構成であり、
上記プラグインユニットは、
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フロント部材と、一端側に上記プラグインユニット側コネクタを有するプリント板と、左
右の側板、天板、及び底板を有し、該プリント板を包み込むように覆う金属製のケースと
、該金属製のケースの左右の側板を外側に弾性付勢するばね部材とを有する構成であり、
上記プラグインユニットが上記サブラック装置内に実装された状態で、上記ばね部材が弾
性変形され、該ばね部材のばね力によって、上記金属製のケースの左右の側板が上記バッ
クワイヤリングボード用枠板の上記リブに押し付けられる構成としたものである。
【０００８】
１０ＧＨｚ程度の高い周波数の電磁妨害雑音に対してもシールド効果を有するようになる
。ばね部材を設けていない構造では、金属製のケースのリブへの押し付けは、金属製のケ
ース自身のばね力に頼っており、ケースのリブへの接触が完全でない場合があった。この
場合には、シールドの効果はＧＨｚより低い周波数の電磁波に限定され、１０ＧＨｚ程度
の高い周波数の電磁波に対してはシールドの効果が十分でなかった。ばね部材を設けて、
ばね部材のばね力が、金属製のケースの挿入方向先端の開口の縁をバックワイヤリングボ
ード用枠板のリブに押し付けるように作用するようにしてあるため、金属製のケースの挿
入方向先端の開口の縁のバックワイヤリングボード用枠板のリブへの接触が確実になされ
る。よって、低い周波数の電磁妨害雑音に対しては勿論、例えば１０ＧＨｚ程度の高い周
波数の電磁妨害雑音に対してもシールド効果を発揮する。
【０００９】
よって、プラグインユニットがサブラック装置内に実装された状態で、プラグインユニッ
トの内部から外部に漏れ出る低い周波数の電磁妨害雑音をシールドすることが出来、且つ
、高い周波数の電磁妨害雑音をシールドすることも出来る。最終的には、通信装置から外
部に漏れ出す電磁妨害雑音を、低い周波数のものから高い周波数のものまでシールドする
ことが出来る。
【００１０】
請求項２の発明は、請求項１の通信装置において、
上記プラグインユニットは、
該フロント部材の上下の端より水平に延びている上下の水平アーム部材と、該上下の水平
アーム部材の間に垂直架設してある垂直柱部材とを有し、
且つ、上記ばね部材が、該金属製のケースの左右の側板の内面に、上記柱部材と当たるよ
うに取り付けてある構成としたものである。
【００１１】
垂直柱部材を設け、ばね部材が垂直柱部材に当たるようにした構成は、ばね部材がケース
の左右の側板を外側に広げる力を確実に発生させるようにする。
【００１６】
　請求項３の発明は、バックワイヤリングボード側コネクタが実装してあるバックワイヤ
リングボードを有する箱形状のサブラック装置内に挿入されてプラグインユニット側コネ
クタを上記コネクタバックワイヤリングボード側コネクタと接続されて実装されるプラグ
インユニットにおいて、
フロント部材と、一端側に上記プラグインユニット側コネクタを有するプリント板と、左
右の側板、天板、及び底板を有し、該プリント板を包み込むように覆う金属製のケースと
、該金属製のケースの左右の側板を外側に弾性付勢するばね部材とを有する構成としたも
のである。
【００１７】
サブラック装置内に実装された状態で、金属製のケースがサブラック装置に確実に押し当
たる状態が実現出来る。
【００１８】
更に、後述する付記１乃至１５に記載する発明を開示する。
【００１９】
付記１の発明は、バックワイヤリングボード側コネクタが実装してあるバックワイヤリン
グボードを有する箱形状のサブラック装置と、該サブラック装置内に挿入されてプラグイ
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ンユニット側コネクタを上記コネクタバックワイヤリングボード側コネクタと接続されて
実装されている複数のプラグインユニットとよりなる通信装置において、
上記サブラック装置は、
上記バックワイヤリングボードの前側にバックワイヤリングボード用枠板を有し、該バッ
クワイヤリングボード用枠板のリブが上記バックワイヤリングボード側コネクタの両側に
配された構成であり、
上記プラグインユニットは、
フロント部材と、一端側に上記プラグインユニット側コネクタを有するプリント板と、左
右の側板、天板、及び底板を有し、該プリント板を包み込むように覆う金属製のケースと
、該金属製のケースの左右の側板を外側に弾性付勢するばね部材とを有する構成であり、
上記プラグインユニットが上記サブラック装置内に実装された状態で、上記ばね部材が弾
性変形され、該ばね部材のばね力によって、上記金属製のケースの左右の側板が上記バッ
クワイヤリングボード用枠板の上記リブに押し付けられる構成としたものである。
【００２０】
１０ＧＨｚ程度の高い周波数の電磁妨害雑音に対してもシールド効果を有するようになる
。ばね部材を設けていない構造では、金属製のケースのリブへの押し付けは、金属製のケ
ース自身のばね力に頼っており、ケースのリブへの接触が完全でない場合があった。この
場合には、シールドの効果はＧＨｚより低い周波数の電磁波に限定され、１０ＧＨｚ程度
の高い周波数の電磁波に対してはシールドの効果が十分でなかった。ばね部材を設けて、
ばね部材のばね力が、金属製のケースの挿入方向先端の開口の縁をバックワイヤリングボ
ード用枠板のリブに押し付けるように作用するようにしてあるため、金属製のケースの挿
入方向先端の開口の縁のバックワイヤリングボード用枠板のリブへの接触が確実になされ
る。よって、低い周波数の電磁妨害雑音に対しては勿論、例えば１０ＧＨｚ程度の高い周
波数の電磁妨害雑音に対してもシールド効果を発揮する。
【００２１】
よって、プラグインユニットがサブラック装置内に実装された状態で、プラグインユニッ
トの内部から外部に漏れ出る低い周波数の電磁妨害雑音をシールドすることが出来、且つ
、高い周波数の電磁妨害雑音をシールドすることも出来る。最終的には、通信装置から外
部に漏れ出す電磁妨害雑音を、低い周波数のものから高い周波数のものまでシールドする
ことが出来る。
【００２２】
付記２の発明は、付記１の通信装置において、
上記プラグインユニットは、
該フロント部材の上下の端より水平に延びている上下の水平アーム部材と、該上下の水平
アーム部材の間に垂直架設してある垂直柱部材とを有し、
且つ、上記ばね部材が、該金属製のケースの左右の側板の内面に、上記柱部材と当たるよ
うに取り付けてある構成としたものである。
【００２３】
垂直柱部材を設け、ばね部材が垂直柱部材に当たるようにした構成は、ばね部材がケース
の左右の側板を外側に広げる力を確実に発生させるようにする。
【００２４】
付記３の発明は、付記１の通信装置において、
上記プラグインユニットは、
上記プリント板が、その面に対して垂直の方向に少し変位可能であるように支持されてい
る構成としたものである。
【００２５】
プラグインユニットは、プリント板の端のコネクタをバックワイヤリングボード上のコネ
クタと嵌合されて、実装される。バックワイヤリングボードの面上のコネクタのリブ部に
対する位置に誤差がある場合を考えてみる。プラグインユニットの実装の最終の段階で、
即ち、プリント板の端のコネクタをバックワイヤリングボード上のコネクタと嵌合される
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段階で、プリント板はその挿入方向の端が右又は左方向に少し変位する。この変位を位置
合わせ変位という。プリント板がフロント部材及び上下のアーム部材に固定されており、
プリント板のフロント部材及び上下のアーム部材に対する自由度がない場合には、上記の
位置合わせ変位につれて、金属製のケースの開口側も変位する。金属製のケースの開口側
が変位すると、変位の方向と逆の側については、金属製のケースの開口の縁のバックワイ
ヤリングボード用枠板のリブへの押し付けが弱くなり、シールド性が損なわれてしまう。
【００２６】
しかし、付記３に係る発明のように、プリント板が、その面に対して垂直の方向に少し変
位可能であるように、上記フロント部材及び上下のアーム部材にルーズに支持されている
構成とした場合には、即ち、プリント板がフロント部材及び上下のアーム部材に対して自
由度を有している場合には、上記の位置合わせ変位があっても、金属製のケースの開口側
は追従して変位することは起きない。よって、金属製のケースの開口の両側の縁のバック
ワイヤリングボード用枠板の対応するリブへの押し付けは均一に保たれ、シールド性が少
しも損なわれない。
【００２７】
付記４の発明は、付記１の通信装置において、
上記プラグインユニットは、上記金属製のケースの天板及び底板の端に弾性変形するシー
ルド部材を有する構成であり、
上記プラグインユニットが上記サブラック装置内に実装された状態で、上記シールド部材
が上記バックワイヤリングボード用枠板に押し付けられる構成としたものである。
【００２８】
プラグインユニットは、金属製のケースの天板及び底板とバックワイヤリングボード用枠
板との間のシールドを確保することが可能となる。
【００２９】
付記５の発明は、バックワイヤリングボード側コネクタが実装してあるバックワイヤリン
グボードを有する箱形状のサブラック装置内に挿入されてプラグインユニット側コネクタ
を上記コネクタバックワイヤリングボード側コネクタと接続されて実装されるプラグイン
ユニットにおいて、
フロント部材と、一端側に上記プラグインユニット側コネクタを有するプリント板と、左
右の側板、天板、及び底板を有し、該プリント板を包み込むように覆う金属製のケースと
、該金属製のケースの左右の側板を外側に弾性付勢するばね部材とを有する構成としたも
のである。
【００３０】
サブラック装置内に実装された状態で、金属製のケースがサブラック装置に確実に押し当
たる状態が実現出来る。
【００３１】
付記６の発明は付記２の通信装置において、
上記垂直柱部材は、上記ばね部材が当たる部分が、絶縁性の材質製である構成としたもの
である。
【００３２】
プラグインユニットは、コネクタのリードが露出している。帯電している人がプラグイン
ユニットを持ったときに、人と金属製のケースとの間で静電気放電が発生する場合がある
。柱部材が電気導通性である場合には、高電圧で微弱な電流が柱部材に流れ、上記のコネ
クタのリードに流れる。更には、電流が、コネクタのリードを通してプリント基板上のＩ
Ｃ素子に流れて、ＩＣ素子が誤動作を起こす虞がある。柱部材を絶縁性の材質とすること
によって、人と金属製のケースとの間で静電気放電が発生した場合にも、電流が、コネク
タのリードに流れることが防止される。よって、プリント基板上のＩＣ素子が誤動作を起
こす事故が防止される。
【００３３】
付記７の発明は、付記２の通信装置において、
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上記プラグインユニットは、
上記プリント板は、上下の辺のうちプラグインユニット側コネクタに近い場所に切欠部を
有し、
上記上下の水平アーム部材は、上記の切欠部に嵌合するピンを有し、
上記フロント部材のカードレバーを操作したときに、上記ピンが上記切欠部の一端を押し
て、切欠部の箇所にプリント板をサブラック装置内に押し込む力を作用させる構成とした
ものである。
【００３４】
プリント板のコネクタがバックワイヤリングボード上のコネクタと嵌合させるには強い力
が必要であり、プリント板のコネクタはバックワイヤリングボードから強い抵抗力を受け
る。従来は、サブラック装置内に押し込む力が作用する箇所が、プリント板のうち、コネ
クタとは反対側の端であった。即ち、力が作用する箇所が、抵抗力を受ける箇所から離れ
ていた。このため、カードレバーを操作したときに、プリント板が座屈する危険があった
。プリント板が座屈しないまでも、プリント板が湾曲することによって、プリント基板上
のＩＣ素子の実装状態が不完全となる虞もあった。
【００３５】
付記７の発明は、サブラック装置内に押し込む力が作用する箇所が、プリント板のうちコ
ネクタに近い箇所であるため、このため、カードレバーを操作したときに、プリント板が
座屈する危険が回避される。よって、プリント板が湾曲することが起きず、よって、プリ
ント基板上のＩＣ素子の実装状態が不完全となる危険も回避される。
【００３６】
付記８の発明は、付記１の通信装置において、
上記プラグインユニットは、
上下にスライダ部材を有し、
下側のスライダ部材は、フロント部材寄りの部位に下向きの凸部を有する構成であり、
上記のサブラック装置は、
挿入される上記プラグインユニットを案内する上下側のガイドレール部を有し、下側のガ
イドレール部は、入り口側に切欠を有する構成であり、
上記プラグインユニットは、正常な向きでは、上記下側のスライダ部材の凸部が上記下側
のガイドレール部の切欠に入り込むことによって、所定の位置まで挿入されてプラグイン
実装され、上下逆の向きでは、上記の凸部が上側のガイドレール部の入り口の端に当たっ
てプラグイン実装が途中で制限される構成としたものである。
【００３７】
誤ってプラグインユニットを上下が逆とされた向きでプラグイン実装すると、プラグイン
ユニット上のコネクタがサブラック装置のコネクタに合わないため、コネクタを壊してし
まう事故が発生する虞れがある。
【００３８】
しかし、付記８に係る発明によれば、誤ってプラグインユニットを上下が逆とされた向き
でプラグイン実装しようとすると、プラグインユニットのサブラック装置内への挿入が最
終段階の手前で制限され、コネクタを壊してしまう事故を防止することが出来る。
【００３９】
付記９の発明は、バックワイヤリングボード側コネクタが実装してあるバックワイヤリン
グボードを有する箱形状のサブラック装置内に挿入されてプラグインユニット側コネクタ
を上記コネクタバックワイヤリングボード側コネクタと接続されて実装されるプラグイン
ユニットにおいて、
略細長い直方体形状であり、内部に空間部を有するフロント部材の内部の空間部に、回動
可能に支持されており、且つ、光コネクタの接続用アダプタが保持されているアダプタ保
持回動部材が設けてあり、
アダプタ保持回動部材は、接続用アダプタが下を向いて該フロント部材の内部の空間部に
収まっている位置と、接続用アダプタが該フロント部材より前側に突き出し、且つ、斜め
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下を向いた位置との間で回動する構成であり、
プリント板上の光電変換モジュールから延びている光ファイバの先端のプラグが上記接続
用アダプタの上側に接続してある構成としたものである。
【００４０】
外部の設備から延びている光ファイバの先端のプラグをアダプタに接続する作業を、作業
者の目にレーザ光が入らない状態、即ち、作業者の目を保護して行うことが出来る構成の
プラグインユニットを実現することが出来る、
通常より多い４つの接続用アダプタを備えることが可能である。通常は二つ程度である。
【００４１】
付記１０の発明は、付記９に記載のプラグインユニットにおいて、
該フロント部材は、該空間部の前側を覆い、上記アダプタ保持回動部材を手前に回動させ
たときに、該アダプタ保持回動部材を覆うプロテクタを有する構成としたものである。
【００４２】
プリント板上の光電変換モジュールから延びている光ファイバは細く、手の指が触れると
、光ファイバを傷める虞がある。プロテクタを有することによって、手の指が光ファイバ
に触れることが防止できる。よって、光ファイバを保護することが出来る。
【００４３】
付記１１の発明は、付記９に記載のプラグインユニットにおいて、
該フロント部材の上記空間部の奥の壁部には、上記プリント板上の光電変換モジュールか
ら延びている光ファイバの先端のプラグが通る大きさの開口が形成してあり、
該フロント部材には、二つの半体が組み合わされ、光ファイバが通る大きさであって奥行
きのある通路が形成される光ファイバ通路ブロックが、上記開口の箇所に取り付けてある
構成としたものである。
【００４４】
光ファイバ通路ブロックは、奥行きのある通路を形成する。よって、光ファイバの通路か
らの電磁妨害波の外への漏れ出しを制限することが可能である。
【００４５】
付記１２の発明は、コネクタが実装してあるバックワイヤリングボードを有し且つガイド
レール部を有する箱形状のサブラック装置と、サブラック装置内にその前面側から上記ガ
イドレール部に沿って挿入されて実装されている複数のプラグインユニットとよりなる通
信装置において、
横に並んでいるガイドレール部の下側に、全体を覆う大きさである空気溜め部屋を形成す
る空気溜め部屋部材を有し、
この空気溜め部屋部材の下側に、モータファンを有するモータファンユニットがプラグイ
ンされた構成としたものである。
【００４６】
プラグインされたモータファンユニットからの風は、一旦、圧力部屋内に入り、ここから
、サブラック装置内に入る。これによって、風はプラグインされている全部のプラグイン
ユニットの内部を等しく吹き上がって、プラグインされている各プラグインユニットを均
一に強制空冷させることが出来る。
【００４７】
付記１３の発明は、付記１２の通信装置において、
各モータファンユニットは、上面に、モータファンを囲むパッキンが組み込まれており、
先端の上面が傾斜しているスライダ部材を有し
プラグインされた状態で、パッキンが圧縮され、上記スライダ部材が空気溜め部屋部材の
下面に押し当たった状態となる構成としたものである。
【００４８】
プラグインされたモータファンユニットからの風は、外に漏れないで空気溜め部屋部屋内
に入る。よって、モータファンユニットが発生させた風が、プラグインユニットの空冷に
無駄なく有効に利用される。
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【００４９】
付記１４の発明は、付記１２の通信装置において、
プラグインユニットと同じサイズであり、風が通り抜ける抵抗が、プラグインユニットと
同じとされたフィラープラグインユニットを、上記サブラック装置の内部のうち、プラグ
インユニットがプラグイン実装されていない部分にプラグイン実装された構成としたもの
である。
【００５０】
サブラック装置の内部の一部に空きができた場合には、この空きの部分の風の流れの抵抗
は小さいため、モータファンユニットが発生させた風は、主にもにこの空きの部分を通過
し、プラグインユニットの強制空冷の効果は低い。
【００５１】
しかし、付記１４に係る発明のように、実装されたプラグインユニットの数が少ない場合
にも、空いた場所にはフィラープラグインユニットを実装することによって、風の流れの
抵抗が小さい部分が形成されず、よって、モータファンユニットが発生させた風は各プラ
グインユニット内に送り込まれ、プラグインユニットは効率的に強制空冷される。
【００５２】
付記１５の発明は、バックワイヤリングボード側コネクタが実装してあるバックワイヤリ
ングボードを有する箱形状のサブラック装置内に挿入されてプラグインユニット側コネク
タを上記コネクタバックワイヤリングボード側コネクタと接続されて実装されるプラグイ
ンユニットにおいて、
フロント部材は、カードレバー組立体を有し、
カードレバー組立体は、カードレバー本体と、カードレバー本体に回動可能に支持されて
いる補助レバーとよりなり、
補助レバーのフック部がフロント部材の凸部を係止している状態で、補助レバーのフック
部は、補助レバーのカードレバー本体に対する回動中心に対してプラグインユニットの奥
行き方向上に位置しており、
且つ、フック部は弾性変形する枠部に形成してある構成としたものである。プラグインユ
ニットがラック装置から抜け出す力が作用しても、フック部は凸部から外れない。ロック
状態に維持され、プラグインユニットの実装の信頼性は高い。
【００５３】
【発明の実施の形態】
図１は本発明の一実施例になる通信装置１０を、プラグインユニットをサブラック装置１
１と対向させてサブラック装置１１の外側に位置させて示す。通信装置１０はサブラック
装置１１をラックの左右の柱（図示せず）に取付けられて、電話局内に設置されている。
Ｘ軸は通信装置１０の幅方向、Ｙ軸は奥行き方向、Ｚ軸は高さ方向である。
〔通信装置１０の概略構成〕
通信装置１０は、サブラック装置１１と、これに前面側からＹ１方向に挿入されて実装さ
れている、標準サイズの通信用プラグインユニット４０、標準サイズであり光電気変換モ
ジュール１２１を有する通信用プラグインユニット１２０、フィラープラグインユニット
１６０、小さいサイズの通信用プラグインユニット２００、及びモータファンプラグイン
ユニット１４０等よりなる構成である。
【００５４】
小さいサイズの通信用プラグインユニット２００は、ガイドレール部材１２に支持されて
いる。フィラープラグインユニット１６０は、サブラック装置１１内のうち通信用プラグ
インユニット４０等が実装されないで空き空間となっている部分を埋めている。モータフ
ァンプラグインユニット１４０は、サブラック装置１１の下部のモータファンプラグイン
ユニット収容部１３内に実装される。通信用プラグインユニット４０、１２０，２００等
は、モータファンプラグインユニット１４０が発生する上向きの空気流によって強制空冷
される。
〔サブラック装置１１の構成〕
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サブラック装置１１は、図１及び図２に示すように、四角箱部１５の背面側に、バックワ
イヤリングボード用枠板１６、バックワイヤリングボード１７、バックワイヤリングボー
ド反り防止枠１８、背面カバー１９が順次重ねてある構成である。
【００５５】
四角箱部１５は、天板２０と下板２１とを有する。天板２０及び下板２１は、共に通信用
プラグインユニット４０を支持案内するガイドレール部２０ａ、２１ａが並んでいる構造
である。各ガイドレール部２０ａ、２１ａには、強制空冷のための空気流が通る開口２０
ｂ，２１ｂが形成してある。下側のガイドレール部２１ａのＹ２方向端側には、切欠２１
ｃが形成してある。この切欠２１ｃは、通信用プラグインユニットを上下逆の向きで実装
しようとする誤挿入を防止するため、及び、光ファイバを通すために形成してある。下板
２１の下側には、図３に示す箱形状の空気溜め部屋形成部材２２が取り付けてあり、下板
２１の全体をカバーする空気溜め部屋２３が形成されている。空気溜め部屋形成部材２２
は、その底面に、モータファンプラグインユニット１４０に対応した開口２２ａが形成し
てある。この空気溜め部屋形成部材２２の下側にモータファンプラグインユニット収容部
１３が形成してある。空気溜め部屋形成部材２２のＹ２側に、光ファイバを導く光ファイ
バ用ダクト２４がＸ方向に延びて形成してある。光ファイバ用ダクト２４の一部に、通信
装置１０の状態を表示する表示機器２５が設けてある。また、開閉蓋２６が設けてあり、
通常は、図２に示すように、光ファイバ用ダクト２４は前側を蓋２６によって閉じられて
いる。
【００５６】
バックワイヤリングボード用枠板１６は、アルミニウムダイキャスト製であり、四角枠部
１６ａと、Ｘ１，Ｘ２方向に並んでいるＺ１，Ｚ２方向に長い多数のリブ１６ｂと、Ｚ１
側の横リブ部１６ｃと、Ｚ２側の横リブ部１６ｄとを有する。隣り合うリブ１６ｂ１、１
６ｂ２が対をなす。横リブ部１６ｃ、１６ｄは、対をなすリブ１６ｂ１、１６ｂ２の間を
つないでいる。リブ１６ｂ１、１６ｂ２及び横リブ部１６ｃ、１６ｄで囲まれる部分には
、細長い開口１６ｅが形成されている。また、対をなすリブ１６ｂ１、１６ｂ２は、ガイ
ドレール部２０ａ、２１ａと一致している。
【００５７】
また、バックワイヤリングボード用枠板１６には、ガイドレール部材１２が、その基部を
対をなすリブ１６ｂ１、１６ｂ２の間に嵌合されて固定されて、Ｙ２方向に突き出してＸ
方向に並んで固定してある。ガイドレール部材１２は、小型の通信用プラグインユニット
７０を実装する場合に設けてある。
【００５８】
バックワイヤリングボード１７には、その前側の面に、多数のコネクタ３０がＺ方向に整
列して、且つ、Ｘ方向に並んで取り付けてある。各コネクタ３０は、バックワイヤリング
ボード用枠板１６の細長い開口１６ｅ内に位置している。
〔通信用プラグインユニット４０の概略の構成〕
通信用プラグインユニット４０は、図４に示すように、プラグインユニット本体４１と、
このプラグインユニット本体４１を包み込むように覆うケース組立体４２とよりなる構成
である。
【００５９】
図５はプラグインユニット本体４０を示す。プラグインユニット本体４０は、図７に示す
アルミニウムダイキャスト製のフロント部材４３と、プリント板組立体４４と、フロント
部材４３の上下端からＹ１方向に延在して設けてある上下の水平アーム組立体４６，４７
と、上下の端を上下の水平アーム組立体４６，４７のＹ１方向の端に連結されて上下の水
平アーム組立体４６，４７の間に架設してある垂直柱組立体４８、４９とを有する構成で
ある。フロント部材４３と、上下の水平アーム組立体４６，４７と、垂直柱組立体４８、
４９とが、矩形の枠体４５を構成する。この枠体４５内に、プリント板組立体４４が収ま
っている。
【００６０】
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プリント板組立体４４は、図６に示すように、Ｙ１方向側の辺５０ａとＹ２方向側の辺５
０ｂと上側の辺５０ｃと下側の辺５０ｄとを有する矩形のプリント板５０を有し、且つ、
このプリント板５０の面に電子部品（図示せず）が電子回路を構成するように実装してあ
り、且つ、プリント板５０の面の中央に過剰反り防止のためのブッシング５４が複数立て
て固定してあり、且つ、プリント板５０のＹ１方向側の辺５０ａに沿って複数のコネクタ
５１が実装してある構成である。プリント板５０は、上側の辺５０ｃに三つの切欠部５０
ｃ１、５０ｃ２、５０ｃ３を有し、下側の辺５０ｄに三つの切欠部５０ｄ１、５０ｄ２、
５０ｄ３を有し、且つ、Ｙ１方向側の辺５０ａの近くに複数の貫通穴５０ｅがＺ方向に並
んで形成してある。
【００６１】
フロント部材４３は、図７に示すように、裏側から見て内部が空間４３ａである箱形状で
あり、底の部分の中央に一対の凸部４３ｂ１，４３ｂ２を有し、底の部分の上下端にＹ２
方向に向かってＶ字形状の凹溝部４３ｄ、４３ｅを有する。一対の凸部４３ｂ１，４３ｂ
２の間には、溝部４３ｃが形成してある。また、フロント部材４３の上下にはカードレバ
ー組立体５２、５３が取り付けてある。
【００６２】
上側の水平アーム組立体４６は、二つアーム部材５５、５６がピン５７，５８、５９によ
って連結されている梯子状の構成である。下側の水平アーム組立体４７は、上側の水平ア
ーム組立体４６と同じく、二つアーム部材６０、６１がピン６２，６３、６４によって連
結されている梯子状の構成である。水平アーム組立体４６、４７は、Ｙ２方向端をフロン
ト部材４３の上下端にねじ止めしてある。
【００６３】
垂直柱組立体４８は、金属製の柱部材７０と、この外側に熱かしめで固定してある絶縁性
であり合成樹脂製のカバー部材７１とよりなる。別の垂直柱組立体４９も、金属製の柱部
材７２と、この外側に熱かしめで固定してある絶縁性であり合成樹脂製のカバー部材７３
とよりなる。
【００６４】
垂直柱組立体４８、４９は、上下端を、上記のピン５９、６４によって、水平アーム組立
体４６、４７の先端部に固定してあり、水平アーム組立体４６、４７の先端部の間にＺ方
向に架設してあり、プリント板５０の各面に対向している。コネクタ５１は、垂直柱組立
体４８、４９より、Ｙ１側に位置している。
【００６５】
図４及び図８に示すように、ケース組立体４２は、Ｚ軸方向に長い偏平な直方体状の筒体
であるアルミニウム製のケース８０を有する。ケース８０は、２つの側板８１、８２と、
天板８３及び底板８４とよりなる。天板８３及び底板８４には、電磁波の漏れ制限フィル
タが嵌合する開口が形成してある。ケース８０はＹ２方向端にＺ軸方向に長い長方形の開
口８５を有し、この開口８５に臨む端部分８１ａ、８２ａ、８３ａ，８４ａを有する。天
板８３の下面及び底板８４の上面には、開口に嵌合させて夫々電磁波の漏れ制限フィルタ
８６、８７が組み込まれている。天板８３の上面及び底板８４の下面には、夫々スライダ
部材８８、８９が取り付けてある。
【００６６】
ケース組立体４２は、スライダ部材８８、８９のＹ２方向端をフロント部材４３の上下面
にねじ止めされて取り付けてあり、図１に示すように、プリント板組立体４４を包み込ん
でいる。コネクタ５１の先端部はケース組立体４２よりＹ１側に露出している。プリント
板組立体４４のＹ２方向端側の部分は、フロント部材４３の内部に収まっている。即ち、
プリント板組立体４４は、ケース組立体４２とフロント部材４３とによって、包み込まれ
ており、通信用プラグインユニット４０は、それ自体で電磁波が外部へ漏洩することが制
限されている構造となっている。
【００６７】
上記構成の通信用プラグインユニット４０は、スライダ部材８８、８７を夫々ガイドレー
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ル部２１ａ、２０ａに案内させて滑らせて、サブラック装置１１内に挿入され、最後にカ
ードレバー組立体５２、５３を操作することによって、コネクタ５１がコネクタ３０に接
続される。
【００６８】
また。ケース８０のＹ１方向の端部がバックワイヤリングボード用枠板１６に押し当たっ
た状態となり（図１９（Ｂ）参照）、ケース８０は、バックワイヤリングボード用枠板１
６→サブラック本体１１→ラック（図示せず）を経てグランドに電気的に接続してあり、
フレームグランド電位となっている。このように、ケース８０及びフロント部材４３が、
プリント板組立体４４全体を包み込んでおり、且つフレームグランド電位となっているこ
とによって、プリント板組立体４４上の電子回路から放射される電磁波は、ケース８０及
びフロント部材４３によって遮蔽され、通信用プラグインユニット４０単位で電磁波が外
部へ漏洩することが制限されている。よって、通信装置１０から電磁波が外部へ漏洩する
ことが効果的に制限されている。また、通信用プラグインユニット４０単位で電磁波が外
部へ漏洩することが制限されているため、サブラック装置１１内に実装されている通信用
プラグインユニット４０の間でも電磁波の相互干渉の発生が回避されている。
【００６９】
図１中、他の通信用プラグインユニット２００は、高さ寸法が上記の通信用プラグインユ
ニット４０の半分である以外は、上記の通信用プラグインユニット４０と同じ構造であり
、サブラック装置１１内に実装されると電磁波の外部への漏洩が制限された状態となる。
通信用プラグインユニット１２０は、光電気変換モジュール１２１を備えたことに関連す
る部分以外は、上記の通信用プラグインユニット４０と同じ構造であり、サブラック装置
１１内に実装されると電磁波の外部への漏洩が制限された状態となる。
【００７０】
〔通信装置１０のＥＭＩ対策を強化した構成〕
（１）　図４、図８、図９（Ａ）に示すように、ケース８０の側板８１、８２のうちＹ１
方向の端部分８１ａ、８２ａの内側面には、Ｚ方向に細長い板ばね部材１０１，１０２が
溶接して固定してある。この板ばね部材１０１，１０２は、Ｖ字形状に曲げてある多数の
板ばね片１０１ａ，１０２ａが、密に、Ｚ方向に側板８１、８２の全長に亘って並んでい
る構成である。Ｖ字形状の板ばね片１０１ａ，１０２ａの頂上部が、垂直柱組立体４８、
４９に当接している。
【００７１】
垂直柱組立体４８、４９は、柱部材７０、７２が金属製であること、及びＺ方向上複数の
箇所で連結してあることによって、Ｘ方向に強い強度を有しており、上記板ばね片１０１
ａ，１０２ａのバネ力を作用されても撓まない。上記の連結は、カバー部材７３より突き
出ている段突きピン部７３ａがプリント板５０の貫通穴５０ｅを通ってカバー部材７１よ
り突き出ている柱部７１ａの穴７１ｂの底に突き当たるまで嵌合してなされている。
【００７２】
通信用プラグインユニット４０は、図９（Ａ）の状態から、図９（Ｂ）の状態となって実
装される。ケース８０の側板８１、８２のうちＹ１方向の端部分８１ａ、８２ａは、少し
すぼまされて、対をなすリブ１６ｂ１、１６ｂ２の間に入り込む。このすぼみの動作に伴
って、板ばね片１０１ａ，１０２ａが撓まされ、板ばね片１０１ａ，１０２ａが側板８１
、８２に広げる方向の力Ｆ１、Ｆ２を発生する。よって、ケース８０の側板８１、８２の
端部分８１ａ、８２ａは、夫々側板８１、８２自体のばね力に加えて、板ばね片１０１ａ
，１０２ａの力Ｆ１、Ｆ２によってリブ１６ｂ１、１６ｂ２に押し付けられる。よって、
ケース８０の側板８１、８２自体のばね力に依存している構造に比べて、端部分８１ａ、
８２ａのリブ１６ｂ１、１６ｂ２の対向する面への接触が確実になされる。この結果、低
い周波数の電磁妨害雑音に対しては勿論、例えば１０ＧＨｚ程度の高い周波数の電磁妨害
雑音に対してもシールド効果を発揮する。
【００７３】
（２）　図８及び図９に示すように、リング形状を有し且つブラシのような弾力性を有す
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るシールド部材１０５、１０６が、ケース組立体４２の天板８３及び底板８４にＹ１方向
端よりＹ１方向に突き出して設けてある。シールド部材１０５は、その内周側の二箇所を
支持されて、スライダ部材８８と天板８３との狭い空間に設けてある。別のシールド部材
１０６は、シールド部材１０５と同じく、その内周側の二箇所を支持されて、スライダ部
材８９と底板８４との狭い空間に設けてある。
【００７４】
通信用プラグインユニット４０が実装されると、図１１に拡大して示すように、シールド
部材１０５は横リブ部１６ｃとリブ１６ｂ１、１６ｂ２とに当たり、横リブ部１６ｃとリ
ブ１６ｂ１、１６ｂ２に沿うように弾性変形され、シールド部材１０５はそれ自身の弾性
力によって、横リブ部１６ｃの先端面とリブ１６ｂ１、１６ｂ２とに押し当たる。同じく
、シールド部材１０６は横リブ部１６ｄの先端面とリブ１６ｂ１、１６ｂ２とに押し当た
る。
【００７５】
よって、ケース組立体４２の天板８３及び底板８４とバックワイヤリングボード用枠板１
６の間の部分が確実にシールドされる。
【００７６】
〔通信装置１０の組立て誤差を考慮したＥＭＩ対策構造〕
通信用プラグインユニット４０は、図１２に示す構造を有する。プリント板５０は、Ｙ２
方向側の辺５０ｂがフロント部材４３の溝部４３ｃ及び凹溝部４３ｄ、４３ｅに嵌合され
ており、Ｙ２方向側の辺５０ｂの近くの貫通穴５０ｅが段突きピン部７３ａによって支持
されている。よって、プリント板５０は、図１２に二点鎖線で示すように、Ｙ２方向側の
辺５０ｂを中心に、Ｙ２方向側の辺５０ｂ側が、段突きピン部７３ａの段部７３ａ１と柱
部７１ａとの間の寸法Ａの範囲で、Ｘ１－Ｘ２の方向に、変位可能となっている。即ち、
プリント板５０は、ケース組立体４２及びフロント部材４３に対してルーズに支持されて
いる。
【００７７】
ここで、サブラック装置１１を実際に組立てた場合には、組立て誤差は避けられない。例
えばバックワイヤリングボード用枠板１６とバッイヤリングボード１７との組立て誤差等
によって、図９（Ａ）において、コネクタ３０の開口１６ｅに対する位置が所定の位置に
対してＸ１－Ｘ２の方向に少しずれていたと仮定する。この場合には、通信プラグインユ
ニットの実装の最終の段階で、即ち、コネクタ５１がコネクタ３０と嵌合される段階で、
プリント板５０はＹ１方向の端５０ａがＸ１又はＸ２方向に変位する。この変位を「位置
合わせ変位」という。
【００７８】
ここで、プリント板５０がケース８０及びフロント部材４３にリジッドに固定されている
場合には、位置合わせ変位に伴って、ケース８０のＹ１方向の端側も変位する。ケース８
０が変位すると、変位の方向と逆の側については、ケース８０のリブ１６ｂ１又はリブ１
６ｂ２への押し付けが弱くなり、シールド性が損なわれてしまう。
【００７９】
しかし、本実施例のように、プリント板５０がケース組立体４２及びフロント部材４３に
対して自由度を有してルーズに支持されている場合には、上記の位置合わせ変位が起きて
もケース８０は変位を起こさない。よって、ケース８０の側板８１、８２は夫々リブ１６
ｂ１、１６ｂ２への押し付けは均一に保たれ、ケース８０の側板８１、８２とバックワイ
ヤリングボード用枠板１６との間の部分のシールド性は少しも損なわれない。
【００８０】
なお、通信用プラグインユニット４０は、プリント板５０がケース８０に対してＺ１－Ｚ
２の方向にも自由度を有して少しルーズに支持されている。よって、コネクタ３０の開口
１６ｅに対する位置が所定の位置に対してＺ１－Ｚ２の方向に少しずれていた場合にも、
位置合わせ変位が起きてもケース８０は変位を起こさない。よって、シールド部材１０５
、１０６が横リブ部１６ｃ、１６ｄの先端面に押し当たる位置がずれることが起きず、シ
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ールド部材１０５、１０６が横リブ部１６ｃ、１６ｄの先端面に正常に押し当たり、ケー
ス組立体４２の天板８３及び底板８４とバックワイヤリングボード用枠板１６との間の部
分のシールド性は少しも損なわれない。
【００８１】
〔通信用プラグインユニット４０を実装するときの力の作用〕
図１３は、通信用プラグインユニット４０を実装する最終の段階でカードレバー組立体５
２、５３を操作したときの力の作用を示す。
【００８２】
フロント部材４３の上下端から水平アーム組立体４６，４７がＹ１方向に延在して設けて
あり、水平アーム組立体４６上のピン５８がプリント板５０の切欠部５０ｃ２に嵌合して
あり、水平アーム組立体４７上のピン６３がプリント板５０の切欠部５０ｄ２に嵌合して
ある。
【００８３】
カードレバー組立体５２、５３を操作すると、フロント部材４３の上部と下部とにＹ１方
向の力Ｆ１０、Ｆ１１が発生する。力Ｆ１０は水平アーム組立体４６、ピン５８を介して
伝わり、プリント板５０の切欠部５０ｃ２の箇所がＹ１方向の力Ｆ１０ａでＹ１方向に押
される。力Ｆ１１は水平アーム組立体４７、ピン６３を介して伝わり、プリント板５０の
切欠部５０ｄ２の箇所がＹ１方向の力Ｆ１１ａでＹ１方向に押される。これによって、コ
ネクタ５１がコネクタ３０に接続される。
【００８４】
コネクタ５１がコネクタ３０に接続されるときに、プリント板５０はコネクタ５１の箇所
にバックワイヤリングボード１７から強い抵抗力を受ける。プリント板５０のフロント部
材４３側の辺５０ｂが押された場合には、プリント板５０のうち実装するための力が作用
する箇所が、Ｙ１―Ｙ２方向上コネクタ５１の箇所から距離Ｌ１０と離れているため、カ
ードレバーを操作したときに、プリント板５０が座屈を起こして湾曲する危険があった。
プリント板５０が湾曲すると、プリント基板５０上に実装してあるＩＣ素子の端子の半田
付け部分が剥離したりする危険があった。
【００８５】
しかし、本実施例の通信用プラグインユニット４０においては、サブラック装置１１内に
押し込む力Ｆ１０ａ，Ｆ１１ａが作用する箇所が、プリント板５０の切欠部５０ｃ２、５
０ｄ２の箇所であり、コネクタ５１からの距離がＬ１１であり、Ｙ１―Ｙ２方向上コネク
タ５１の箇所に近い箇所であるため、プリント板５０が座屈する危険が回避される。よっ
て、プリント板５０が湾曲することが起きず、よって、プリント基板５０上のＩＣ素子の
実装状態が不完全となる危険も回避され、通信用プラグインユニット４０のサブラック装
置１１内への実装は信頼性良く行われる。
【００８６】
なお、プリント板５０が反ろうとすると、プリント板５０の中央に植わっているブッシン
グ５４がケース８０の側板８１，８２に当接することによっても、プリント板５０がそれ
以上に反ることが制限され、実装されているＩＣ素子がケース８０の側板８１に接触する
ことが制限されている。
【００８７】
〔通信用プラグインユニット４０の誤った向きで実装しようとする操作を制限する機構〕
通信用プラグインユニット４０は扁平な箱形状であるので、誤って上下反対の向きでサブ
ラック装置１１に挿入して実装することが起こり得る。この場合には通信用プラグインユ
ニット４０のコネクタ５１がサブラック装置１１のコネクタ３０に合わないため、コネク
タ５１がコネクタ３０と衝突して、コネクタ３０，５１を壊してしまう事故が発生する虞
れがある。
【００８８】
そこで、図１４（Ａ）に示すように、通信用プラグインユニット４０については、下側の
スライダ部材８９のＹ２方向端に凸部８９ａを有する構成とし、サブラック装置１１につ
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いては、下側のガイドレ－ル部２１ａのＹ２方向端に切欠２１ｃを有する構成としてある
。
【００８９】
通信用プラグインユニット４０は、図１４（Ａ）に示すように、凸部８９ａが切欠２１ｃ
内に入って、所定の位置まで挿入されてサブラック装置１１に正常に実装される。
【００９０】
誤って通信用プラグインユニット４０を上下が逆とされた向きでプラグイン実装しようと
すると、図１４（Ｂ）に示すように、上側に位置しているスライダ部材８９の凸部８９ａ
が上側のガイドレ－ル部２０ａに当たって、それ以上はサブラック装置１１内に挿入され
ないようになる。即ち、通信用プラグインユニット４０の挿入が最終段階の手前で制限さ
れ、コネクタ３０，５１を壊してしまう事故は防止される。
【００９１】
〔通信用プラグインユニット４０の静電気対策構造〕
帯電している作業者が通信用プラグインユニット４０を持ったときに、作業者と金属製の
ケース８０との間で静電気放電が発生する場合が考えられる。
【００９２】
垂直柱組立体４８、４９の全体が電気導通性である場合には、高電圧で微弱な電流が板ば
ね部材１０１，１０２を通して垂直柱組立体４８、４９に流れ、更には垂直柱組立体４８
、４９の極く近くに位置しているコネクタ５１のリードに放電して流れ、更には、プリン
ト基板５０のパターンを介してプリント基板５０上のＩＣ素子に流れて、ＩＣ素子が誤動
作を起こす危険がある。
【００９３】
そこで、通信用プラグインユニット４０は、図４及び図９（Ａ）に示すように、垂直柱組
立体４８、４９は外側が絶縁性である合成樹脂製のカバー部材７１、７２によって覆われ
た構成とし、且つ、ケース８０の内側の板ばね部材１０１，１０２はカバー部材７１、７
２に当たっている構成としてある。
【００９４】
このため、作業者と金属製のケース８０との間で静電気放電が発生した場合にも、高電圧
で微弱な電流は、垂直柱組立体４８、４９には流れない。よって、静電気放電が発生した
高電圧で微弱な電流が、プリント基板５０上のＩＣ素子に流れることは起きず、よって、
ＩＣ素子が誤動作を起こす事故が防止され、通信用プラグインユニット４０は高い信頼性
を有する。
〔光電変換モジュール１２１を有する通信用プラグインユニット１２０〕
光電変換モジュール１２１を有する通信用プラグインユニット１２０は、図１５及び図１
６に示す構造のフロント組立体１２２を有する。フロント組立体１２２は、フロント部材
１２３と、カードレバー組立体５２、５３と、アダプタ保持回動部材１２４と、プロテク
タ１２５と、光ファイバ通路ブロック組立体１２６と有する。
【００９５】
フロント部材１２３は、略細長い直方体形状であり、内部に空間１２３ａを有し、前面に
開口１２３ｂを有し、下面に開口１２３ｃを有する。開口１２３ｂと開口１２３ｃとは、
連続している。フロント部材１２３の背面の壁１２３ｄには、後述するプラグ１２９が通
る大きさの開口窓１２３ｅが形成してある。
【００９６】
アダプタ保持回動部材１２４は、アダプタ保持枠部１２４ａに光コネクタの接続用アダプ
タ１２７が４つ並んで保持されており、腕部１２４ｂをピン１３４によって図１５に示す
位置と図１７に示す位置との間で回動可能に支持されている。４つの数は、通常より多い
数である。アダプタ保持回動部材１２４は、通常は、図１５に示すようにフロント部材１
２３の内部の空間１２３ａに収容されており、プラグを接続するときに、図１７に示すよ
うに回動されて、接続用アダプタ１２７がフロント部材１２３の前側に出る。接続用アダ
プタ１２７は、斜め下を向いた状態にある。なお、通常より多い数である４つの接続用ア
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ダプタ１２７を有することが可能となった理由は、アダプタ保持枠部１２４ａが回動変位
するようにしたからである。また、アダプタ保持回動部材１２４は、腕部１２４ｂより突
き出ている部分１２４ｂ１がフロント部材１２３の内部の凸部１２３ｆに当たって、図１
７に示す位置より時計方向には、即ち、前を向く方向には回動しないようになっている。
【００９７】
接続用アダプタ１２７の上側には、光電変換モジュール１２１から引き出されて、開口窓
１２３ｅを通っている光ファイバ１２８の端のプラグ１２９が接続してある。
【００９８】
プロテクタ１２５は、フロント部材１２３に前面側開口１２３ｂを塞ぐように且つ回動可
能に取り付けてある。プロテクタ１２５は、アダプタ保持回動部材１２４が図１７に示す
ように回動されたときには、図１７に示す状態となって、アダプタ保持回動部材１２４の
前側を覆っている。プロテクタ１２５は、通信用プラグインユニット１２０を取り扱う作
業者の指等が光ファイバ１２８のうちプラグ１２９より延びてフロント部材１２３の内部
を延在している部分に接触することを制限して、この光ファイバ１２８の部分を保護して
いる。また、プロテクタ１２５は、外部の設備に向かう光ファイバの端のプラグを接続用
アダプタ１２７の下側に接続する作業のときに、作業者の目を保護する役割も有する。
【００９９】
光ファイバ通路ブロック組立体１２６は、アルミニウム製の二つの半体１３０、１３１と
が光ファイバ１２８を挟むように組み合わせてある構造であり、フロント部材１２３の背
面の壁１２３ｄに、開口窓１２３ｅを塞ぐようにねじ１３２によって固定してある。光フ
ァイバ通路ブロック組立体１２６には、光ファイバ１２８が通る狭い大きさであって奥行
きのある通路１３３が形成される。よって、通信用プラグインユニット１２０の内部で発
生した電磁妨害波が、光ファイバ１２８の通路を通って通信用プラグインユニット１２０
の外へ漏れ出すことが制限される。
【０１００】
外部の設備から延びている光ファイバ１３５の先端のプラグ１３６をアダプタ１２７の下
側に接続する作業は、図１７に示すように、通信用プラグインユニット１２０がサブラッ
ク装置１１内に実装されている状態で、アダプタ保持枠部１２４ａを手前に引き出して、
ユーザが行う。このとき、接続用アダプタ１２７は、斜め下を向いた状態にあり、しかも
、プロテクタ１２５が接続用アダプタ１２７を覆っている。よって、プラグの接続作業は
、プラグ１２９の先端から出るレーザ光がユーザの目に入らない状態、即ち、ユーザの目
が保護された状態で行われる。
【０１０１】
ユーザがプラグ１３６を接続する作業を行ったのちに、アダプタ保持枠部１２４ａはフロ
ント部材１２３内に収容され、図１８に示す状態となる。接続用アダプタ１２７に接続さ
れたてプラグ１３６よりＺ２方向に延びている光ファイバ１３５は、開口１２３ｃを通り
、ガイドレ－ル部２１ａの切欠２１ｃを通って、光ファイバ用ダクト２４に流れ込む。よ
って、外部の設備に向かう光ファイバ１３５の配線はスムーズになされている。
【０１０２】
〔通信用プラグインユニット１２０を強制空冷する機構〕
図１９及び図２０（Ａ）乃至（Ｃ）は、モータファンプラグインユニット１４０を示す。
モータファンプラグインユニット１４０は、カードレバー組立体１４１が取り付けてある
スケルトン状態のベース１４２上に、プリント基板１４３とモータファン１４４とが固定
してあり、モータファン１４４の上板１４４ａの上面に、四角枠状のパッキン１４５が載
っており、上板１４４ａを覆うように四角枠状の蓋部材１４５がルーズに取り付けてある
構成である。四角枠状のパッキン１４５は、四角枠状の蓋部材１４６の裏面の溝部１４６
ａ内に嵌合して、蓋部材１４６の内部に収まっている。蓋部材１４６は、Ｙ１方向側の辺
よりＺ２方向に傾斜してＹ１方向に張り出している張り出し部１４６ｂ、及びＹ２方向側
の辺よりＺ２方向に傾斜してＹ２方向に張り出している張り出し部１４６ｃを有する。モ
ータファンがプラグインユニットの構造としてあるのは、モータファンは寿命があり、将
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来的に交換されるものであることを考慮したものである。
【０１０３】
図２１及び図２２は、上記のモータファンプラグインユニット１４０がサブラック装置１
１の下部のモータファンプラグインユニット収容部１３内にＹ１方向に挿入されて実装さ
れた状態を示す。モータファンプラグインユニット１４０は、張り出し部１４６ｂによっ
て案内されて空気溜め部屋形成部材２２の下側に挿入される。蓋部材１４６が空気溜め部
屋形成部材２２の下側に入り込む過程で、パッキン１４５は圧縮され、パッキン１４５は
上板１４４ａに押し付けられ、蓋部材１４６が空気溜め部屋形成部材２２の下面に押し付
けられる。よって、モータファンプラグインユニット１４０と空気溜め部屋形成部材２２
との間で、空気流の外部への漏れは発生しない。よって、４つのモータファンプラグイン
ユニット１４０が駆動して発生した空気流は、通信用プラグインユニット１２０の強制空
冷に無駄なく有効に利用される。
【０１０４】
４つのモータファンプラグインユニット１４０が駆動して発生した空気流は、矢印１５０
で示すように、一旦、空気溜め部屋２３に入り、空気溜め部屋２３内の空気は圧力が大気
圧より高い圧力Ｐとなる。空気溜め部屋２３内の圧力Ｐの空気は、サブラック装置１１内
に並んでいる各通信用プラグインユニット１２０内に等しく流れ込んで内部を等しく吹き
上がる。よって、全部の通信用プラグインユニット１２０に対する強制空冷が均等になさ
れる。
【０１０５】
なお、空気溜め部屋２３内の圧力Ｐの空気は、矢印１５１で示すように、サブラック装置
１１のガイドレール部２１ａの開口２１ｂ→ケース８０の底板８４の電磁波の漏れ制限フ
ィルタ８７を通って、ケース８０内に入り、矢印１５２で示すように、ケース８０内をプ
リント板組立体４４の表面に沿って流れ、この間にプリント板組立体４４より熱を奪い、
矢印１５３で示すように、ケース８０の天板８３の電磁波の漏れ制限フィルタ８６を通っ
てケース８０の外に出て、更にはサブラック装置１１のガイドレール部２０ａの開口２０
ｂを通って、サブラック装置１１の天板２０より上方に抜ける。
【０１０６】
サブラック装置１１に実装される通信用プラグインユニット１２０の数が少なく、サブラ
ック装置１１の内部に空きの空間が残る場合には、その部分には、図２３に示すフィラー
ユニット１６０が実装される。このフィラーユニット１６０は、内部を空気流が通るよう
になっており、且つ、空気流に対する抵抗が通信用プラグインユニット１２０の場合と同
じようになっている。よって、サブラック装置１１内には、空気流の抵抗が小さい部分が
形成されず、よって、モータファンプラグインユニット１４０が発生させた空気流は各通
信用プラグインユニット１２０内に送り込まれ、各通信用プラグインユニット１２０は効
率的に強制空冷される。
【０１０７】
フィラーユニット１６０は、図２３に示すように、略筒状のフレーム部材１６１のＹ２方
向端に箱形状部材１６２がねじ止めされ、フレーム部材１６１の上下にスライダ部材１６
３、１６４がねじ止めしてある構成である。スライダ部材１６３、１６４の開口１６３ａ
、１６４ａの大きさを適宜定めて、内部を通過する空気流に対する抵抗が通信用プラグイ
ンユニット１２０の場合と同じようにしてある。スライダ部材１６３、１６４のＹ２方向
端には、弾性変形するフック部１６３ｂ、１６４ｂが形成してある。
【０１０８】
フィラーユニット１６０は、スライダ部材１６３、１６４を夫々ガイドレール部２１ａ，
２０ａに案内させて挿入し、フック部１６３ｂ、１６４ｂを夫々ガイドレール部２０ａ，
２１ａの先端の凸部２０ｄ，２１ｄに掛止されて実装される。
【０１０９】
〔カードレバー組立体５２、５３〕
図２４及び図２５（Ａ）に示すように、カードレバー組立体５２は、金属製のカードレバ



(17) JP 4299958 B2 2009.7.22

10

20

30

40

50

ー本体１７０と、合成樹脂製の補助レバー１８０とよりなる構成である。
【０１１０】
カードレバー本体１７０は、本体部１７１と、本体部分１７１を挟んでいる金属板１７２
、１７３と、本体部１７１を貫通してかしめてあり、金属板１７２、１７３を本体部１７
１に固定すると共にＸ２方向に突き出ている軸１７４とを有する。本体部１７１は、Ｕ字
形状の凹部を介して対向するカム部１７１ａ，１７１ｂを有する、金属板１７２には、二
つの円をつないだ形状の開口１７２ａが形成してある。開口１７２ａは、第１の円形の開
口部１７２ａ１と、第２の円形の開口部１７２ａ２と、両者をつなぐつなぎスリット部１
７２ａ３とよりなる。金属板１７２、１７３の間には、補助レバー１８０を収める空間部
１７５が形成してある。
【０１１１】
補助レバー１８０は、穴１８１ａを有する本体部１８１と、本体部１８１の端のノブ部１
８２と、フック部１８３と、凸部１８４と、本体部１８１からＹ１方向に平行に延びてい
る二つの腕部１８５、１８６と二つの腕部１８５、１８６の先端の間をつないでいるつな
ぎ部１８７とよりなるコ字形状の枠部１８８と、枠部１８８内で本体部１８１からＹ１方
向に平行に延びている腕部１８９とを有する。フック部１８３は、腕部１８５の先端にＺ
１方向に突き出て形成してある。凸部１８４は、腕部１８９の先端にＸ１方向に突き出て
形成してある。フック部１８３と穴１８１ａとは、Ｙ１―Ｙ２方向の線１９０上に位置し
ている。また、コ字形状の枠部１８８は、所謂平行リンク機構を構成する。
【０１１２】
補助レバー１８０は、ノブ部１８２を除いて、カードレバー本体１７０の空間部１７５内
に収まって、ピン１９１によって回動可能に支持されて取り付けてある。金属板１７３は
金属板１７２より小さい形状であり、フック部１８３は金属板１７２の面側に露出として
いる。
【０１１３】
カードレバー組立体５２は、軸１７４を通信用プラグインユニット４０のフロント部材４
３の穴４３ｆに挿入されて、フロント部材４３の上端の側面の凹部４３ｇ内に収まってい
る。
【０１１４】
フロント部材４３の上端の側面の凹部４３ｇは、図２５（Ａ）に示すように、凸部４３ｈ
を有し、且つ、Ｘ２方向に浅く凹んでいる部分４３ｉを有する。浅く凹んでいる部分４３
ｉは、凸部４３ｈの周囲の部分に形成してあり、凸部４３ｈは、浅く凹んでいる部分４３
ｉの壁面４３ｊより離れている。
【０１１５】
次にカードレバー組立体５２の操作及び動作について説明する。
【０１１６】
通信用プラグインユニット４０を実装するときの最終段階で、作業者は、図２５（Ａ）の
状態にあるカードレバー組立体５２のノブ部１８２を手の指でＹ１方向に押す。このとき
、カードレバー組立体５２は、補助レバー１８０がカードレバー本体１７０に対して反時
計方向に回動しており、凸部１８４が第１の円形の開口部１７２ａ１に嵌合している状態
にある。上記の操作により、ノブ部１８２を介して金属板１７２、１７３が押され、カー
ドレバー組立体５２が反時計方向に回動され、図２５（Ｂ）に示す状態を経て、図２６（
Ａ）に示す状態にまで回動される。
【０１１７】
カードレバー組立体５２が反時計方向に回動されると、カム部１７１ａがガイドレール部
２０ａの先端の凸部２０ｄの内側の面２０ｄ１に押し当たって、てこの原理で、通信用プ
ラグインユニット４０にＹ１方向に強い力を作用される。
【０１１８】
また、図２５（Ｂ）に示すように、補助レバー１８０のフック部１８３がコ字形状の枠部
１８８を撓ませつつ凸部４３ｈを乗り越え、図２６（Ａ）に示すように、フック部１８３
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が凸部４３ｈを係止する。これによって、カードレバー組立体５２がこの位置にロックさ
れる。また、これによって、通信用プラグインユニット４０がサブラック装置１１に実装
された状態にロックされる。
【０１１９】
ここで、フック部１８３及び枠部１８８はフロント部材４３の壁面４３ｊから離れており
、フック部１８３が凸部４３ｈを乗り越えて向こう側に落ち込むときの動作は、フック部
１８３及び枠部１８８が壁面４３ｊを擦らないで行われ、勢いよくなされ、「パチン」と
音が発生する。よって、作業者は、通信用プラグインユニット４０が実装されたことを、
耳で確認することが出来る。
【０１２０】
ここで、地震等によって、実装された状態にある通信用プラグインユニット４０にサブラ
ック装置１１より突き出す方向の力Ｆ
が作用した場合について説明する。
【０１２１】
図２６（Ａ）中、力Ｆ１００が作用すると、カム部１７１ａが面２０ｄ１に押し当たって
、カードレバー組立体５２に反時計方向に回動しようとする力が発生し、補助レバー１８
０についてみると、ピン１９１（穴１８１ａ）の箇所にＹ２方向の力Ｆ１０１が作用する
。
【０１２２】
ここで、フック部１８３は穴１８１ａに対してＹ１の方向に位置しており、上記の力Ｆ１
０１が作用しても、凸部４３ｈから外れる方向の分力は発生しない。また、フック部１８
３は枠部１８８の端に形成してあり、腕部１８６とつなぎ部１８７とが存在しないで、フ
ック部１８３が腕部１８５に形成してある構成に比べて、腕部１８６とつなぎ部１８７と
によって、Ｚ２方向への変位がしにくくなっている。よって、フック部１８３の凸部４３
ｈに対する係止が確実に保持され、カードレバー組立体５２はロック状態に確実に保持さ
れる。
【０１２３】
よって、実装してある通信用プラグインユニット４０がサブラック装置１１から抜け出す
事故が発生することが確実に防止される。
【０１２４】
通信用プラグインユニット４０をサブラック装置１１から抜き出すときには、作業者は、
図２６（Ａ）の状態にあるカードレバー組立体５２のノブ部１８２を手の指でＹ２方向に
引き、続いてＺ１方向に引き上げて、カードレバー組立体５２を図２６（Ｂ）に二点鎖線
で示すように時計方向に回動させる。
【０１２５】
図２６（Ａ）の状態においてノブ部１８２をＹ２方向に引くと、図２６（Ｂ）に示すよう
に、補助レバー１８０が時計方向に回動されて、フック部１８３が凸部４３ｈから外れて
、カードレバー組立体５２のロックが解除される。
【０１２６】
カードレバー組立体５２が時計方向に回動させると、カム部１７１ｂがガイドレール部２
０ａの先端の凸部２０ｄの外側の面２０ｄ２に押し当たって、てこの原理で、通信用プラ
グインユニット４０にＹ２方向に強い力を作用され、コネクタ５１がコネクタ３０から抜
けだしてコネクタの接続が解除される。
【０１２７】
補助レバー１８０のカードレバー本体１７０に対する二つの回動位置は、凸部１８４が第
１の円形の開口部１７２ａ１又は第２の円形の開口部１７２ａ２に嵌合することよって保
持される。なお、腕部１８９が撓みつつ凸部１８４がつなぎスリット部１７２ａ３を越え
ることによって、補助レバー１８０はカードレバー本体１７０に対して回動される。
【０１２８】
よって、図２６（Ａ）に示す通信用プラグインユニット４０がサブラック装置１１に実装
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されている状態において、仮にノブ部１８２が二点鎖線で示すような状態にあれば、作業
者はこれを目で確認して、カードレバー組立体５２のロックがされていないことを認識す
ることが出来る。よって、カードレバー組立体５２がロックされていない状態に放置され
る不都合は起きない。
【０１２９】
カードレバー組立体５３は、上記のカードレバー組立体５２と同じ構成である。
【０１３０】
本発明は、以下の付記する発明も包含するものである。
【０１３１】
（付記１）　バックワイヤリングボード側コネクタが実装してあるバックワイヤリングボ
ードを有する箱形状のサブラック装置と、該サブラック装置内に挿入されてプラグインユ
ニット側コネクタを上記コネクタバックワイヤリングボード側コネクタと接続されて実装
されている複数のプラグインユニットとよりなる通信装置において、
上記サブラック装置は、
上記バックワイヤリングボードの前側にバックワイヤリングボード用枠板を有し、該バッ
クワイヤリングボード用枠板のリブが上記バックワイヤリングボード側コネクタの両側に
配された構成であり、
上記プラグインユニットは、
フロント部材と、一端側に上記プラグインユニット側コネクタを有するプリント板と、左
右の側板、天板、及び底板を有し、該プリント板を包み込むように覆う金属製のケースと
、該金属製のケースの左右の側板を外側に弾性付勢するばね部材とを有する構成であり、
上記プラグインユニットが上記サブラック装置内に実装された状態で、上記ばね部材が弾
性変形され、該ばね部材のばね力によって、上記金属製のケースの左右の側板が上記バッ
クワイヤリングボード用枠板の上記リブに押し付けられる構成としたことを特徴とする通
信装置。
【０１３２】
（付記２）　付記１の通信装置において、
上記プラグインユニットは、
該フロント部材の上下の端より水平に延びている上下の水平アーム部材と、該上下の水平
アーム部材の間に垂直架設してある垂直柱部材とを有し、
且つ、上記ばね部材が、該金属製のケースの左右の側板の内面に、上記柱部材と当たるよ
うに取り付けてある構成としたことを特徴とする通信装置。
【０１３３】
（付記３）　付記１の通信装置において、
上記プラグインユニットは、
上記プリント板が、その面に対して垂直の方向に少し変位可能であるように支持されてい
る構成としたことを特徴とする通信装置。
【０１３４】
（付記４）　付記１の通信装置において、
上記プラグインユニットは、上記金属製のケースの天板及び底板の端に弾性変形するシー
ルド部材を有する構成であり、
上記プラグインユニットが上記サブラック装置内に実装された状態で、上記シールド部材
が上記バックワイヤリングボード用枠板に押し付けられる構成としたことを特徴とする通
信装置。
【０１３５】
（付記５）　バックワイヤリングボード側コネクタが実装してあるバックワイヤリングボ
ードを有する箱形状のサブラック装置内に挿入されてプラグインユニット側コネクタを上
記コネクタバックワイヤリングボード側コネクタと接続されて実装されるプラグインユニ
ットにおいて、
フロント部材と、一端側に上記プラグインユニット側コネクタを有するプリント板と、左
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右の側板、天板、及び底板を有し、該プリント板を包み込むように覆う金属製のケースと
、該金属製のケースの左右の側板を外側に弾性付勢するばね部材とを有する構成としたこ
とを特徴とするプラグインユニット。
【０１３６】
（付記６）　付記２の通信装置において、
上記垂直柱部材は、上記ばね部材が当たる部分が、絶縁性の材質製である構成とした通信
装置。
【０１３７】
（付記７）　付記２の通信装置において、
上記プラグインユニットは、
上記プリント板は、上下の辺のうちプラグインユニット側コネクタに近い場所に切欠部を
有し、
上記上下の水平アーム部材は、上記の切欠部に嵌合するピンを有し、
上記フロント部材のカードレバーを操作したときに、上記ピンが上記切欠部の一端を押し
て、切欠部の箇所にプリント板をサブラック装置内に押し込む力を作用させる構成とした
通信装置。
【０１３８】
（付記８）　付記１の通信装置において、
上記プラグインユニットは、
上下にスライダ部材を有し、
下側のスライダ部材は、フロント部材寄りの部位に下向きの凸部を有する構成であり、
上記のサブラック装置は、
挿入される上記プラグインユニットを案内する上下側のガイドレール部を有し、下側のガ
イドレール部は、入り口側に切欠を有する構成であり、
上記プラグインユニットは、正常な向きでは、上記下側のスライダ部材の凸部が上記下側
のガイドレール部の切欠に入り込むことによって、所定の位置まで挿入されてプラグイン
実装され、上下逆の向きでは、上記の凸部が上側のガイドレール部の入り口の端に当たっ
てプラグイン実装が途中で制限される構成とした通信装置。
【０１３９】
（付記９）　バックワイヤリングボード側コネクタが実装してあるバックワイヤリングボ
ードを有する箱形状のサブラック装置内に挿入されてプラグインユニット側コネクタを上
記コネクタバックワイヤリングボード側コネクタと接続されて実装されるプラグインユニ
ットにおいて、
略細長い直方体形状であり、内部に空間部を有するフロント部材の内部の空間部に、回動
可能に支持されており、且つ、光コネクタの接続用アダプタが保持されているアダプタ保
持回動部材が設けてあり、
アダプタ保持回動部材は、接続用アダプタが下を向いて該フロント部材の内部の空間部に
収まっている位置と、接続用アダプタが該フロント部材より前側に突き出し、且つ、斜め
下を向いた位置との間で回動する構成であり、
プリント板上の光電変換モジュールから延びている光ファイバの先端のプラグが上記接続
用アダプタの上側に接続してある構成としたプラグインユニット。
【０１４０】
（付記１０）　付記９に記載のプラグインユニットにおいて、
該フロント部材は、該空間部の前側を覆い、上記アダプタ保持回動部材を手前に回動させ
たときに、該アダプタ保持回動部材を覆うプロテクタを有する構成としたプラグインユニ
ット。
【０１４１】
（付記１１）　付記９に記載のプラグインユニットにおいて、
該フロント部材の上記空間部の奥の壁部には、上記プリント板上の光電変換モジュールか
ら延びている光ファイバの先端のプラグが通る大きさの開口が形成してあり、
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該フロント部材には、二つの半体が組み合わされ、光ファイバが通る大きさであって奥行
きのある通路が形成される光ファイバ通路ブロックが、上記開口の箇所に取り付けてある
構成としたプラグインユニット。
【０１４２】
（付記１２）　コネクタが実装してあるバックワイヤリングボードを有し且つガイドレー
ル部を有する箱形状のサブラック装置と、サブラック装置内にその前面側から上記ガイド
レール部に沿って挿入されて実装されている複数のプラグインユニットとよりなる通信装
置において、
横に並んでいるガイドレール部の下側に、全体を覆う大きさである空気溜め部屋を形成す
る空気溜め部屋部材を有し、
この空気溜め部屋部材の下側に、モータファンを有するモータファンユニットがプラグイ
ンされた構成とした通信装置。
【０１４３】
（付記１３）　付記１２の通信装置において、
各モータファンユニットは、上面に、モータファンを囲むパッキンが組み込まれており、
先端の上面が傾斜しているスライダ部材を有し
プラグインされた状態で、パッキンが圧縮され、上記スライダ部材が空気溜め部屋部材の
下面に押し当たった状態となる構成とした通信装置。
【０１４４】
（付記１４）　付記１２の通信装置において、
プラグインユニットと同じサイズであり、風が通り抜ける抵抗が、プラグインユニットと
同じとされたフィラープラグインユニットを、上記サブラック装置の内部のうち、プラグ
インユニットがプラグイン実装されていない部分にプラグイン実装された構成の通信装置
。
【０１４５】
（付記１５）　バックワイヤリングボード側コネクタが実装してあるバックワイヤリング
ボードを有する箱形状のサブラック装置内に挿入されてプラグインユニット側コネクタを
上記コネクタバックワイヤリングボード側コネクタと接続されて実装されるプラグインユ
ニットにおいて、
フロント部材は、カードレバー組立体を有し、
カードレバー組立体は、カードレバー本体と、カードレバー本体に回動可能に支持されて
いる補助レバーとよりなり、
補助レバーのフック部がフロント部材の凸部を係止している状態で、補助レバーのフック
部は、補助レバーのカードレバー本体に対する回動中心に対してプラグインユニットの奥
行き方向上に位置しており、
且つ、フック部は弾性変形する枠部に形成してある構成としたプラグインユニット。
【０１４６】
以上、本発明を実施例により説明したが、本発明は前記実施例に限定されるものではなく
、本発明の範囲内で種々の変形及び改良が可能であることはいうまでもない。
【０１４７】
【発明の効果】
以上説明したように、請求項１の発明は、バックワイヤリングボード側コネクタが実装し
てあるバックワイヤリングボードを有する箱形状のサブラック装置と、該サブラック装置
内に挿入されてプラグインユニット側コネクタを上記コネクタバックワイヤリングボード
側コネクタと接続されて実装されている複数のプラグインユニットとよりなる通信装置に
おいて、
上記サブラック装置は、
上記バックワイヤリングボードの前側にバックワイヤリングボード用枠板を有し、該バッ
クワイヤリングボード用枠板のリブが上記バックワイヤリングボード側コネクタの両側に
配された構成であり、
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上記プラグインユニットは、
フロント部材と、一端側に上記プラグインユニット側コネクタを有するプリント板と、左
右の側板、天板、及び底板を有し、該プリント板を包み込むように覆う金属製のケースと
、該金属製のケースの左右の側板を外側に弾性付勢するばね部材とを有する構成であり、
上記プラグインユニットが上記サブラック装置内に実装された状態で、上記ばね部材が弾
性変形され、該ばね部材のばね力によって、上記金属製のケースの左右の側板が上記バッ
クワイヤリングボード用枠板の上記リブに押し付けられる構成としたものである。
【０１４８】
請求項１の発明によれば、１０ＧＨｚ程度の高い周波数の電磁妨害雑音に対してもシール
ド効果を有するようになる。ばね部材を設けていない構造では、金属製のケースのリブへ
の押し付けは、金属製のケース自身のばね力に頼っており、ケースのリブへの接触が完全
でない場合があった。この場合には、シールドの効果はＧＨｚより低い周波数の電磁波に
限定され、１０ＧＨｚ程度の高い周波数の電磁波に対してはシールドの効果が十分でなか
った。ばね部材を設けて、ばね部材のばね力が、金属製のケースの挿入方向先端の開口の
縁をバックワイヤリングボード用枠板のリブに押し付けるように作用するようにしてある
ため、金属製のケースの挿入方向先端の開口の縁のバックワイヤリングボード用枠板のリ
ブへの接触が確実になされる。よって、低い周波数の電磁妨害雑音に対しては勿論、例え
ば１０ＧＨｚ程度の高い周波数の電磁妨害雑音に対してもシールド効果を発揮する。
【０１４９】
よって、プラグインユニットがサブラック装置内に実装された状態で、プラグインユニッ
トの内部から外部に漏れ出る低い周波数の電磁妨害雑音をシールドすることが出来、且つ
、高い周波数の電磁妨害雑音をシールドすることも出来る。最終的には、通信装置から外
部に漏れ出す電磁妨害雑音を、低い周波数のものから高い周波数のものまでシールドする
ことが出来る。
【０１５０】
請求項２の発明は、請求項１の通信装置において、
上記プラグインユニットは、
該フロント部材の上下の端より水平に延びている上下の水平アーム部材と、該上下の水平
アーム部材の間に垂直架設してある垂直柱部材とを有し、
且つ、上記ばね部材が、該金属製のケースの左右の側板の内面に、上記柱部材と当たるよ
うに取り付けてある構成としたものである。
【０１５１】
請求項２の発明によれば、垂直柱部材を設け、ばね部材が垂直柱部材に当たるようにした
ことによって、ばね部材がケースの左右の側板を外側に広げる力を簡単に発生させること
が出来る。
【０１５６】
　請求項３の発明は、バックワイヤリングボード側コネクタが実装してあるバックワイヤ
リングボードを有する箱形状のサブラック装置内に挿入されてプラグインユニット側コネ
クタを上記コネクタバックワイヤリングボード側コネクタと接続されて実装されるプラグ
インユニットにおいて、
フロント部材と、一端側に上記プラグインユニット側コネクタを有するプリント板と、左
右の側板、天板、及び底板を有し、該プリント板を包み込むように覆う金属製のケースと
、該金属製のケースの左右の側板を外側に弾性付勢するばね部材とを有する構成としたも
のである。
【０１５７】
サブラック装置内に実装された状態で、金属製のケースがサブラック装置に確実に押し当
たる状態が実現出来る。
【０１５８】
付記１の発明は、バックワイヤリングボード側コネクタが実装してあるバックワイヤリン
グボードを有する箱形状のサブラック装置と、該サブラック装置内に挿入されてプラグイ
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ンユニット側コネクタを上記コネクタバックワイヤリングボード側コネクタと接続されて
実装されている複数のプラグインユニットとよりなる通信装置において、
上記サブラック装置は、
上記バックワイヤリングボードの前側にバックワイヤリングボード用枠板を有し、該バッ
クワイヤリングボード用枠板のリブが上記バックワイヤリングボード側コネクタの両側に
配された構成であり、
上記プラグインユニットは、
フロント部材と、一端側に上記プラグインユニット側コネクタを有するプリント板と、左
右の側板、天板、及び底板を有し、該プリント板を包み込むように覆う金属製のケースと
、該金属製のケースの左右の側板を外側に弾性付勢するばね部材とを有する構成であり、
上記プラグインユニットが上記サブラック装置内に実装された状態で、上記ばね部材が弾
性変形され、該ばね部材のばね力によって、上記金属製のケースの左右の側板が上記バッ
クワイヤリングボード用枠板の上記リブに押し付けられる構成としたものである。
【０１５９】
１０ＧＨｚ程度の高い周波数の電磁妨害雑音に対してもシールド効果を有するようになる
。ばね部材を設けていない構造では、金属製のケースのリブへの押し付けは、金属製のケ
ース自身のばね力に頼っており、ケースのリブへの接触が完全でない場合があった。この
場合には、シールドの効果はＧＨｚより低い周波数の電磁波に限定され、１０ＧＨｚ程度
の高い周波数の電磁波に対してはシールドの効果が十分でなかった。ばね部材を設けて、
ばね部材のばね力が、金属製のケースの挿入方向先端の開口の縁をバックワイヤリングボ
ード用枠板のリブに押し付けるように作用するようにしてあるため、金属製のケースの挿
入方向先端の開口の縁のバックワイヤリングボード用枠板のリブへの接触が確実になされ
る。よって、低い周波数の電磁妨害雑音に対しては勿論、例えば１０ＧＨｚ程度の高い周
波数の電磁妨害雑音に対してもシールド効果を発揮する。
【０１６０】
よって、プラグインユニットがサブラック装置内に実装された状態で、プラグインユニッ
トの内部から外部に漏れ出る低い周波数の電磁妨害雑音をシールドすることが出来、且つ
、高い周波数の電磁妨害雑音をシールドすることも出来る。最終的には、通信装置から外
部に漏れ出す電磁妨害雑音を、低い周波数のものから高い周波数のものまでシールドする
ことが出来る。
【０１６１】
付記２の発明は、付記１の通信装置において、
上記プラグインユニットは、
該フロント部材の上下の端より水平に延びている上下の水平アーム部材と、該上下の水平
アーム部材の間に垂直架設してある垂直柱部材とを有し、
且つ、上記ばね部材が、該金属製のケースの左右の側板の内面に、上記柱部材と当たるよ
うに取り付けてある構成としたものである。
【０１６２】
垂直柱部材を設け、ばね部材が垂直柱部材に当たるようにした構成は、ばね部材がケース
の左右の側板を外側に広げる力を確実に発生させるようにする。
【０１６３】
付記３の発明は、付記１の通信装置において、
上記プラグインユニットは、
上記プリント板が、その面に対して垂直の方向に少し変位可能であるように支持されてい
る構成としたものである。
【０１６４】
プラグインユニットは、プリント板の端のコネクタをバックワイヤリングボード上のコネ
クタと嵌合されて、実装される。バックワイヤリングボードの面上のコネクタのリブ部に
対する位置に誤差がある場合を考えてみる。プラグインユニットの実装の最終の段階で、
即ち、プリント板の端のコネクタをバックワイヤリングボード上のコネクタと嵌合される
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段階で、プリント板はその挿入方向の端が右又は左方向に少し変位する。この変位を位置
合わせ変位という。プリント板がフロント部材及び上下のアーム部材に固定されており、
プリント板のフロント部材及び上下のアーム部材に対する自由度がない場合には、上記の
位置合わせ変位につれて、金属製のケースの開口側も変位する。金属製のケースの開口側
が変位すると、変位の方向と逆の側については、金属製のケースの開口の縁のバックワイ
ヤリングボード用枠板のリブへの押し付けが弱くなり、シールド性が損なわれてしまう。
【０１６５】
しかし、付記３に係る発明のように、プリント板が、その面に対して垂直の方向に少し変
位可能であるように、上記フロント部材及び上下のアーム部材にルーズに支持されている
構成とした場合には、即ち、プリント板がフロント部材及び上下のアーム部材に対して自
由度を有している場合には、上記の位置合わせ変位があっても、金属製のケースの開口側
は追従して変位することは起きない。よって、金属製のケースの開口の両側の縁のバック
ワイヤリングボード用枠板の対応するリブへの押し付けは均一に保たれ、シールド性が少
しも損なわれない。
【０１６６】
付記４の発明は、付記１の通信装置において、
上記プラグインユニットは、上記金属製のケースの天板及び底板の端に弾性変形するシー
ルド部材を有する構成であり、
上記プラグインユニットが上記サブラック装置内に実装された状態で、上記シールド部材
が上記バックワイヤリングボード用枠板に押し付けられる構成としたものである。
【０１６７】
プラグインユニットは、金属製のケースの天板及び底板とバックワイヤリングボード用枠
板との間のシールドを確保することが可能となる。
【０１６８】
付記５の発明は、バックワイヤリングボード側コネクタが実装してあるバックワイヤリン
グボードを有する箱形状のサブラック装置内に挿入されてプラグインユニット側コネクタ
を上記コネクタバックワイヤリングボード側コネクタと接続されて実装されるプラグイン
ユニットにおいて、
フロント部材と、一端側に上記プラグインユニット側コネクタを有するプリント板と、左
右の側板、天板、及び底板を有し、該プリント板を包み込むように覆う金属製のケースと
、該金属製のケースの左右の側板を外側に弾性付勢するばね部材とを有する構成としたも
のである。
【０１６９】
サブラック装置内に実装された状態で、金属製のケースがサブラック装置に確実に押し当
たる状態が実現出来る。
【０１７０】
付記６の発明は付記２の通信装置において、
上記垂直柱部材は、上記ばね部材が当たる部分が、絶縁性の材質製である構成としたもの
である。
【０１７１】
プラグインユニットは、コネクタのリードが露出している。帯電している人がプラグイン
ユニットを持ったときに、人と金属製のケースとの間で静電気放電が発生する場合がある
。柱部材が電気導通性である場合には、高電圧で微弱な電流が柱部材に流れ、上記のコネ
クタのリードに流れる。更には、電流が、コネクタのリードを通してプリント基板上のＩ
Ｃ素子に流れて、ＩＣ素子が誤動作を起こす虞がある。柱部材を絶縁性の材質とすること
によって、人と金属製のケースとの間で静電気放電が発生した場合にも、電流が、コネク
タのリードに流れることが防止される。よって、プリント基板上のＩＣ素子が誤動作を起
こす事故が防止される。
【０１７２】
付記７の発明は、付記２の通信装置において、
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上記プラグインユニットは、
上記プリント板は、上下の辺のうちプラグインユニット側コネクタに近い場所に切欠部を
有し、
上記上下の水平アーム部材は、上記の切欠部に嵌合するピンを有し、
上記フロント部材のカードレバーを操作したときに、上記ピンが上記切欠部の一端を押し
て、切欠部の箇所にプリント板をサブラック装置内に押し込む力を作用させる構成とした
ものである。
【０１７３】
プリント板のコネクタがバックワイヤリングボード上のコネクタと嵌合させるには強い力
が必要であり、プリント板のコネクタはバックワイヤリングボードから強い抵抗力を受け
る。従来は、サブラック装置内に押し込む力が作用する箇所が、プリント板のうち、コネ
クタとは反対側の端であった。即ち、力が作用する箇所が、抵抗力を受ける箇所から離れ
ていた。このため、カードレバーを操作したときに、プリント板が座屈する危険があった
。プリント板が座屈しないまでも、プリント板が湾曲することによって、プリント基板上
のＩＣ素子の実装状態が不完全となる虞もあった。
【０１７４】
付記７の発明は、サブラック装置内に押し込む力が作用する箇所が、プリント板のうちコ
ネクタに近い箇所であるため、このため、カードレバーを操作したときに、プリント板が
座屈する危険が回避される。よって、プリント板が湾曲することが起きず、よって、プリ
ント基板上のＩＣ素子の実装状態が不完全となる危険も回避される。
【０１７５】
付記８の発明は、付記１の通信装置において、
上記プラグインユニットは、
上下にスライダ部材を有し、
下側のスライダ部材は、フロント部材寄りの部位に下向きの凸部を有する構成であり、
上記のサブラック装置は、
挿入される上記プラグインユニットを案内する上下側のガイドレール部を有し、下側のガ
イドレール部は、入り口側に切欠を有する構成であり、
上記プラグインユニットは、正常な向きでは、上記下側のスライダ部材の凸部が上記下側
のガイドレール部の切欠に入り込むことによって、所定の位置まで挿入されてプラグイン
実装され、上下逆の向きでは、上記の凸部が上側のガイドレール部の入り口の端に当たっ
てプラグイン実装が途中で制限される構成としたものである。
【０１７６】
誤ってプラグインユニットを上下が逆とされた向きでプラグイン実装すると、プラグイン
ユニット上のコネクタがサブラック装置のコネクタに合わないため、コネクタを壊してし
まう事故が発生する虞れがある。
【０１７７】
しかし、付記８に係る発明によれば、誤ってプラグインユニットを上下が逆とされた向き
でプラグイン実装しようとすると、プラグインユニットのサブラック装置内への挿入が最
終段階の手前で制限され、コネクタを壊してしまう事故を防止することが出来る。
【０１７８】
付記９の発明は、バックワイヤリングボード側コネクタが実装してあるバックワイヤリン
グボードを有する箱形状のサブラック装置内に挿入されてプラグインユニット側コネクタ
を上記コネクタバックワイヤリングボード側コネクタと接続されて実装されるプラグイン
ユニットにおいて、
略細長い直方体形状であり、内部に空間部を有するフロント部材の内部の空間部に、回動
可能に支持されており、且つ、光コネクタの接続用アダプタが保持されているアダプタ保
持回動部材が設けてあり、
アダプタ保持回動部材は、接続用アダプタが下を向いて該フロント部材の内部の空間部に
収まっている位置と、接続用アダプタが該フロント部材より前側に突き出し、且つ、斜め
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下を向いた位置との間で回動する構成であり、
プリント板上の光電変換モジュールから延びている光ファイバの先端のプラグが上記接続
用アダプタの上側に接続してある構成としたものである。
【０１７９】
外部の設備から延びている光ファイバの先端のプラグをアダプタに接続する作業を、作業
者の目にレーザ光が入らない状態、即ち、作業者の目を保護して行うことが出来る構成の
プラグインユニットを実現することが出来る、
通常より多い４つの接続用アダプタを備えることが可能である。通常は二つ程度である。
【０１８０】
付記１０の発明は、付記９に記載のプラグインユニットにおいて、
該フロント部材は、該空間部の前側を覆い、上記アダプタ保持回動部材を手前に回動させ
たときに、該アダプタ保持回動部材を覆うプロテクタを有する構成としたものである。
【０１８１】
プリント板上の光電変換モジュールから延びている光ファイバは細く、手の指が触れると
、光ファイバを傷める虞がある。プロテクタを有することによって、手の指が光ファイバ
に触れることが防止できる。よって、光ファイバを保護することが出来る。
【０１８２】
付記１１の発明は、付記９に記載のプラグインユニットにおいて、
該フロント部材の上記空間部の奥の壁部には、上記プリント板上の光電変換モジュールか
ら延びている光ファイバの先端のプラグが通る大きさの開口が形成してあり、
該フロント部材には、二つの半体が組み合わされ、光ファイバが通る大きさであって奥行
きのある通路が形成される光ファイバ通路ブロックが、上記開口の箇所に取り付けてある
構成としたものである。
【０１８３】
光ファイバ通路ブロックは、奥行きのある通路を形成する。よって、光ファイバの通路か
らの電磁妨害波の外への漏れ出しを制限することが可能である。
【０１８４】
付記１２の発明は、コネクタが実装してあるバックワイヤリングボードを有し且つガイド
レール部を有する箱形状のサブラック装置と、サブラック装置内にその前面側から上記ガ
イドレール部に沿って挿入されて実装されている複数のプラグインユニットとよりなる通
信装置において、
横に並んでいるガイドレール部の下側に、全体を覆う大きさである空気溜め部屋を形成す
る空気溜め部屋部材を有し、
この空気溜め部屋部材の下側に、モータファンを有するモータファンユニットがプラグイ
ンされた構成としたものである。
【０１８５】
プラグインされたモータファンユニットからの風は、一旦、圧力部屋内に入り、ここから
、サブラック装置内に入る。これによって、風はプラグインされている全部のプラグイン
ユニットの内部を等しく吹き上がって、プラグインされている各プラグインユニットを均
一に強制空冷させることが出来る。
【０１８６】
付記１３の発明は、付記１２の通信装置において、
各モータファンユニットは、上面に、モータファンを囲むパッキンが組み込まれており、
先端の上面が傾斜しているスライダ部材を有し
プラグインされた状態で、パッキンが圧縮され、上記スライダ部材が空気溜め部屋部材の
下面に押し当たった状態となる構成としたものである。
【０１８７】
プラグインされたモータファンユニットからの風は、外に漏れないで空気溜め部屋部屋内
に入る。よって、モータファンユニットが発生させた風が、プラグインユニットの空冷に
無駄なく有効に利用される。
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【０１８８】
付記１４の発明は、付記１２の通信装置において、
プラグインユニットと同じサイズであり、風が通り抜ける抵抗が、プラグインユニットと
同じとされたフィラープラグインユニットを、上記サブラック装置の内部のうち、プラグ
インユニットがプラグイン実装されていない部分にプラグイン実装された構成としたもの
である。
【０１８９】
サブラック装置の内部の一部に空きができた場合には、この空きの部分の風の流れの抵抗
は小さいため、モータファンユニットが発生させた風は、主にもにこの空きの部分を通過
し、プラグインユニットの強制空冷の効果は低い。
【０１９０】
しかし、付記１４に係る発明のように、実装されたプラグインユニットの数が少ない場合
にも、空いた場所にはフィラープラグインユニットを実装することによって、風の流れの
抵抗が小さい部分が形成されず、よって、モータファンユニットが発生させた風は各プラ
グインユニット内に送り込まれ、プラグインユニットは効率的に強制空冷される。
【０１９１】
付記１５の発明は、バックワイヤリングボード側コネクタが実装してあるバックワイヤリ
ングボードを有する箱形状のサブラック装置内に挿入されてプラグインユニット側コネク
タを上記コネクタバックワイヤリングボード側コネクタと接続されて実装されるプラグイ
ンユニットにおいて、
フロント部材は、カードレバー組立体を有し、
カードレバー組立体は、カードレバー本体と、カードレバー本体に回動可能に支持されて
いる補助レバーとよりなり、
補助レバーのフック部がフロント部材の凸部を係止している状態で、補助レバーのフック
部は、補助レバーのカードレバー本体に対する回動中心に対してプラグインユニットの奥
行き方向上に位置しており、
且つ、フック部は弾性変形する枠部に形成してある構成としたものである。　プラグイン
ユニットがラック装置から抜け出す力が作用しても、フック部は凸部から外れない。ロッ
ク状態に維持され、プラグインユニットの実装の信頼性は高い。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例になる通信装置をプラグインユニットとサブラック装置とを対
応させて示す斜視図である。
【図２】サブラック装置の分解斜視図である。
【図３】空気溜め部屋形成部材を示す図である。
【図４】通信用プラグインユニットを分解して示す図である。
【図５】プラグインユニット本体を示す図である。
【図６】プリント板組立体を示す図である。
【図７】フロント部材を裏面側からみた図である。
【図８】ケース組立体を示す図である。
【図９】通信用プラグインユニットを実装したときの状態を示す図である。
【図１０】ケース組立体の上部のリング状シールド部材をバックワイヤリングボード用枠
板と対応させて示す図である。
【図１１】通信用プラグインユニットが実装された状態における、リング状シールド部材
のバックワイヤリングボード用枠板への押し当たり状態を示す図である。
【図１２】通信用プラグインユニットのプリント板とケースとの関係を示す図である。
【図１３】カードレバー組立体を操作したときの力の発生及び作用を説明する図である。
【図１４】通信用プラグインユニットの誤実装防止を説明する図である。
【図１５】光電変換モジュールを備えた通信用プラグインユニットのフロント組立体の構
造を示す図である。
【図１６】図１５のフロント組立体の構造を示す図である。
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【図１７】光電変換モジュールを備えた通信用プラグインユニットを実装するときの操作
を説明する図である。
【図１８】光電変換モジュールを備えた通信用プラグインユニットがサブラック装置に実
装されたときの状態を説明する図である。
【図１９】モータファンプラグインユニットの分解斜視図である。
【図２０】モータファンプラグインユニットを示す図である。
【図２１】モータファンプラグインユニットが実装された状態を示す図である。
【図２２】強制空冷の状態を示す図である。
【図２３】フィラーユニットを示す図である。
【図２４】カードレバー組立体を示す図である。
【図２５】プラグインユニットを実装するときのカードレバー組立体の操作及び動作を説
明する図である。
【図２６】プラグインユニットを抜き出すときのカードレバー組立体の操作及び動作を説
明する図である。
【符号の説明】
１０　通信装置
１１　サブラック装置
１６　バックワイヤリングボード用枠板
１６ｂ　リブ
１６ｃ、１６ｄ　横リブ部
１６ｅ　細長い開口
２２　空気溜まり部屋形成部材
２３　空気溜まり部屋
３０　コネクタ
４０、１２０　通信用プラグインユニット
４１　プラグインユニット本体
４２　ケース組立体
４３　フロント部材
４３ｈ　凸部
４４　プリント板組立体
４６，４７　水平アーム組立体
４８，４９　垂直柱組立体
５２，５３　カードレバー組立体
８０　ケース
１０１、１０２　板ばね部材
１０１ａ，１０２ａ　Ｖ字形状の板ばね片
１２１　光電気変換モジュール
１４０　モータファンプラグインユニット
１４４　モータファン
１４５　パッキン
１４６　蓋部材
１７０　カードレバー本体
１８０　補助レバー
１８２　ノブ部
１８３　フック部
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