
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 光フ
ァイバ余長収容棚を 有し、該光ファイバ余長収容棚 がそれぞれ
間隔を介して縦向き姿勢で横方向に配列された複数の仕切り板により仕切られ、それぞれ
の光ファイバ余長収容棚に 仕切り板によ

る複数の区分領域が配列形成されており、該それぞれの区分領域が光ファイバケーブル
から引き出された光ファイバの余長部分を予め定めた１本以上の光ファイバ群ごとに個別
に 収容す
る余長部分個別収容部と成して

い
ることを特徴とする光ファイバ余長収容装置。
【請求項２】
　仕切り板は余長収容棚の奥行き以上の奥行きを有して余長収容棚の手前側から奥側にか
けて設けられていることを特徴とする請求項 載の光ファイバ余長収容装置。
【請求項３】
　余長収容棚の奥行き未満の奥行きを有する仕切り板が設けられていることを特徴とする
請求項 載の光ファイバ余長収容装置。
【請求項４】
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上部壁と底部壁と横方向の端部の壁を有して手前側の端面が開口されている箱状の
１つ以上 の箱状の内部空間

前記 り区分されて手前側が開口状態の空間部から
成

前記区分領域の前記手前側の開口から挿入して該区分領域の空間に非拘束状態で
おり、前記それぞれの余長収容棚の底部内壁と上部内壁の

少なくとも一方には仕切り板をガイドするガイドレールが前記余長収容棚の手前側から奥
側にかけて設けられており、前記仕切り板はガイドレールにスライド自在に設けられて

１記

１記



　それぞれの余長収容棚の内側高さ未満の高さを有する仕切り板が設けられていることを
特徴とする請求項 載の光ファイバ余長収容装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、例えば電話通信などの光通信に用いられる光ファイバ余長収容装置に関するも
のである。
【０００２】
【従来の技術】
光ファイバ通信の１つとして、例えば電話通信がある。各電話加入者の設備は成端ケーブ
ルと呼ばれる光ファイバケーブルにより電話局側と接続されており、その光ファイバケー
ブルを通して電話通信が行われている。光ファイバケーブルには、複数の光ファイバが収
容されており、光ファイバケーブルを用いて電話通信などを行なう際に、光ファイバケー
ブルから引き出した光ファイバの余長部分を光ファイバ余長収容装置内に収容することが
行われている。なお、一般に、光ファイバケーブルから光ファイバを引き出すときには、
複数本の光ファイバを並設してなる光ファイバテープ心線の形態で引き出される。
【０００３】
図８の（ａ）、（ｂ）には、それぞれ、従来の光ファイバ余長収容装置の例が斜視図によ
り示されている。これらの図に示されるように、光ファイバ余長収容装置は１つ以上（同
図では１つ）の光ファイバ余長収容棚２を有しており、該光ファイバ余長収容棚２の上部
内壁と底部内壁にはそれぞれ、複数のレール支持部１７が互いに間隔を介し、余長収容棚
２の手前側から奥側にかけて図のＹ方向に設けられている。
【０００４】
レール支持部１７にはレール１８が支持され、このレール１８にスライド自在に空き心線
箱１２が設けられている。なお、図８において、空き心線箱１２は１つのみ示しているが
、一般に、レール支持部１７の本数に対応させて複数の空き心線箱１２が設けられる。
【０００５】
空き心線箱１２には、光ファイバケーブルから引き出された光ファイバテープ心線１の余
長部分を収容する余長収容部１５が設けられている。この余長収容部１５は、空き心線箱
１２の手前側の左右両側に設けられており、例えば図９の（ｂ）に示すように、扉部１４
によって閉じられるようになっている。なお、図８においては、扉部１４を省略して示し
ている。それぞれの余長収容部１５には、曲面状のガイド部１１が設けられており、光フ
ァイバテープ心線１の余長部分はガイド部１１にガイドされ、８の字形に配線されて収容
される。
【０００６】
また、図８の（ａ）に示すように、光ファイバテープ心線１の先端側には端末コネクタ３
が設けられ、端末コネクタ３は余長収容部１５の手前側に着脱自在に取り付けられる。そ
して、同図の（ｂ）に示すように、光スイッチ１０への接続用のアダプタボックス４が設
けられている光ファイバ余長収容装置の場合には、端末コネクタ３は、必要に応じてアダ
プタボックス４に着脱自在に接続される。
【０００７】
なお、電話局側と電話加入者側を接続する光ファイバケーブルに断線などの何らかの支障
が生じると、電話通信を行うことができないため、光ファイバケーブルの断線の有無を検
出するといった、ＯＴＤＲ（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｔｉｍｅ　Ｄｏｍａｉｎ　Ｒｅｆｌｅｃｔ
ｍｅｔｅｒ）による光ファイバケーブルの監視システムが提案されており、前記光スイッ
チ１０は、アダプタボックス４に接続された端末コネクタ３付きの光ファイバテープ心線
１をＯＴＤＲに切替え自在に接続する。
【０００８】
また、図９の（ａ）に示すような、光カプラユニット９を光ファイバ収容棚２に収容する
ときには、空き心線箱１２の奥側に光カプラユニット９を設け、光カプラユニット９を介
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して光ファイバテープ心線１を光スイッチ１０に接続することが行なわれる。この場合は
、同図の（ｂ）に示すように、光カプラユニット９を空き心線箱１２と共に光ファイバ余
長収容棚２に収容し、光カプラユニット９の一方の引き出し部１６ａ（同図の（ａ）参照
）から引き出されたカプラ側光ファイバテープ心線１３ａの先端のカプラ側コネクタ６ａ
が、光ファイバテープ心線１の先端の端末コネクタ３に接続される。
【０００９】
そして、図１０に示すように、カプラ側光ファイバテープ心線１３ａの余長部分とケーブ
ル側の光ファイバテープ心線１の余長部分は、共に８の字形に配線されて余長収容部１５
に収容される。前記カプラ側コネクタ６ａと端末コネクタ３は、共に余長収容部１５の手
前側に着脱自在に取り付けられる。
【００１０】
また、光カプラユニット９の他方の引き出し部１６ｂからカプラ側光ファイバテープ心線
１３ｂを引き出し、その先端のカプラ側コネクタ６ｂを光スイッチ１０に接続することに
より、ケーブル側の光ファイバテープ心線１が光カプラユニット９を介して光スイッチ１
０に接続される。
【００１１】
なお、前記の如く、余長収容部１５は、空き心線箱１２の左右両側に設けられているため
に、光カプラユニット９からカプラ側コネクタ６ａ付きのカプラ側光ファイバテープ心線
１３ａを２本引き出せば、引き出した２本のカプラ側光ファイバテープ心線１３ａを、そ
れぞれ対応するケーブル側光ファイバテープ心線１に接続することができる。そして、２
本の各ケーブル側光ファイバテープ心線１をそれぞれ、光カプラユニット９を介して、光
スイッチ１０に接続することができる。
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、上記のような従来の光ファイバ余長収容装置においては、いずれも、余長収容
部１５を引き出して、光ファイバテープ心線１の余長部分を８の字配線収容することが行
われ、また、光ファイバテープ心線１の光カプラユニット９との接続切り替え時には、同
様に、余長収容部１５を引き出して、ケーブル側の光ファイバテープ心線１と光カプラユ
ニット９のカプラ側光ファイバテープ心線１３ａを余長収容部１５内に８の字配線し直す
ことが行われるため、ケーブル側の光ファイバテープ心線１の余長部分収容や光カプラユ
ニット９との接続切り替え作業の作業性が非常に悪かった。
【００１３】
本発明は、上記従来の課題を解決するためになされたものであり、その目的は、光ファイ
バケーブルから引き出された光ファイバの余長部分の収容や光カプラユニットとの接続切
り替え時の光ファイバ余長部分の収容を作業性良く行なうことができる光ファイバ余長収
容装置を提供することにある。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、本発明は次のような構成をもって課題を解決するための手
段としている。すなわち、第１の発明は、

光ファイバ余長収容棚を 有し、該光ファイバ
余長収容棚 がそれぞれ間隔を介して縦向き姿勢で横方向に配列された複
数の仕切り板により仕切られ、それぞれの光ファイバ余長収容棚に 仕切り板によ

る複数の区分領域が配列形成されており、該そ
れぞれの区分領域が光ファイバケーブルから引き出された光ファイバの余長部分を予め定
めた１本以上の光ファイバ群ごとに個別に

収容する余長部分個別収容部と成して

いる構成をもって課題を解決する手段としている。
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【００１６】
　さらに、第 の発明は、上記第 発明の構成に加え、前記仕切り板は余長収容棚の奥
行き以上の奥行きを有して余長収容棚の手前側から奥側にかけて設けられている構成をも
って課題を解決する手段としている。
【００１７】
　さらに、第 の発明は、上記第 発明の構成に加え、前記余長収容棚の奥行き未満の
奥行きを有する仕切り板が設けられている構成をもって課題を解決する手段としている。
【００１８】
　さらに、第 の発明は、上記第 発明の構成に加え、それぞれの余長収容棚の内側高
さ未満の高さを有する仕切り板が設けられている構成をもって課題を解決する手段として
いる。
【００１９】
上記構成の本発明においては、光ファイバ余長収容棚がそれぞれ間隔を介して縦向き姿勢
で横方向に配列された複数の仕切り板により仕切られ、それぞれの光ファイバ余長収容棚
に仕切り板による複数の区分領域が配列形成されており、該それぞれの区分領域が光ファ
イバケーブルから引き出された光ファイバの余長部分を予め定めた１本以上の光ファイバ
群ごとに個別に収容する余長部分個別収容部と成しているために、従来のように光ファイ
バの余長部分を収容するための空き心線箱がなくても、光ファイバの余長部分を予め定め
た１本以上の光ファイバ群ごとに個別に収容することが可能となる。
【００２０】
したがって、空き心線箱に光ファイバ余長部分を８の字形に収容する場合と異なり、本発
明においては、光ファイバ余長部分の収容が非常に容易に行なえる。また、本発明におい
て、前記余長部分個別収容部にそれぞれ光カプラユニットなどを設けることにより、光カ
プラユニットも区分け収容することが可能となり、光カプラユニットとの接続切り替えや
、接続切り替え時の光ファイバ余長部分の収容を作業性良く行なうことが可能となる。
【００２１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。なお、本実施形態例の説明におい
て、従来例と同一名称部分には同一符号を付し、その重複説明は省略する。図１には、本
発明に係る光ファイバ余長収容装置の一実施形態例の要部構成が斜視図によって示されて
いる。
【００２２】
同図に示すように、本実施形態例の光ファイバ余長収容装置は、１つ以上（同図では１つ
）の光ファイバ余長収容棚２を有しており、該光ファイバ余長収容棚２は、それぞれ間隔
を介して縦向き姿勢で横方向に配列された複数の仕切り板５により仕切られている。そし
て、光ファイバ余長収容棚２に、仕切り板５による複数の区分領域が配列形成されており
、該それぞれの区分領域が光ファイバケーブルから引き出された光ファイバの余長部分を
予め定めた１本以上の光ファイバ群ごとに個別に収容する余長部分個別収容部２０と成し
ている。
【００２３】
なお、本実施形態例の光ファイバ余長収容装置を用いて光ファイバの余長部分を収容する
際も、光ファイバは光ファイバテープ心線１の形態で光ファイバケーブルから引き出され
る。したがって、本実施形態例の光ファイバ余長収容装置の各余長部分個別収容部２０に
１本の光ファイバテープ心線１を収容した場合、複数本の光ファイバの余長部分が、それ
ぞれの余長部分個別収容部２０に収容されることになる。図１では、２本の光ファイバテ
ープ心線１を１つの余長部分個別収容部２０に収容する例が示されている。
【００２４】
また、本実施形態例では、図２の（ａ）に示すように、余長収容棚２の底部内壁には、仕
切り板５をガイドするガイドレール７が、余長収容棚２の手前側から奥側にかけて設けら
れている。ガイドレール７には、仕切り板５をスライド自在に嵌合する嵌合溝８が設けら
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れており、図１の（ｂ）に示すように、仕切り板５はガイドレール７にスライド自在に設
けられている。
【００２５】
図３に示すように、各仕切り板５の奥行きＤは余長収容棚２の奥行とほぼ同じに形成され
ており、余長収容棚２の手前側から奥側にかけて設けられている。仕切り板５は、例えば
プラスチック製の板により形成されている。なお、図３において、アダプタボックス４の
配設領域は省略して示している。
【００２６】
また、図３，４には、本実施形態例の光ファイバ余長収容装置の適用例として、前記余長
部分個別収容部２０に光カプラユニット９を設けた構成例が示されている。これらの図に
示すように、本実施形態例の光ファイバ余長収容装置に光カプラユニット９を収容する場
合は、従来の光カプラユニット９と異なり、１つの光カプラユニット９の一方の引き出し
部から１本ずつカプラ側光ファイバテープ心線１３ａを引き出す構成とし、この光カプラ
ユニット９を上下に重ねて１つの余長部分個別収容部２０に収容する構成とする。
【００２７】
そして、図４の（ａ）に示すように、各カプラ側光ファイバテープ心線１３ａの先端側の
カプラ側コネクタ６ａをそれぞれ、光ファイバケーブルから引き出したケーブル側光ファ
イバテープ心線１の先端側の端末コネクタ３と接続する。また、同図の（ｂ）に示すよう
に、各光カプラユニット９の他方の引き出し部から引き出したカプラ側光ファイバテープ
心線１３ｂの先端側のカプラ側コネクタ６ｂをアダプタボックス４にそれぞれ接続する。
このようにすると、それぞれ、ケーブル側の光ファイバテープ心線１が、対応する光カプ
ラユニット９を介して光スイッチ１０に接続される。
【００２８】
本実施形態例は以上のように構成されており、光ファイバ余長収容棚２が、間隔を介して
縦向き姿勢で横方向に配列された複数の仕切り板５により仕切り、光ファイバ余長収容棚
２に仕切り板５による複数の区分領域を配列形成し、それぞれの区分領域を、ケーブル側
の光ファイバテープ心線１の余長部分を予め定めた本数だけ個別に収容する余長部分個別
収容部２０としたために、従来のようにケーブル側の光ファイバテープ心線１の余長部分
を収容するための空き心線箱１２を設ける必要がなく、ケーブル側の光ファイバテープ心
線１の余長部分を予め定めた本数ごとに個別に収容することができる。
【００２９】
したがって、本実施形態例によれば、従来のように、空き心線箱１２にケーブル側の光フ
ァイバテープ心線１の余長部分を８の字形に収容する場合と異なり、光ファイバテープ心
線１の余長部分の収容を非常に容易に行なうことができるし、装置構成を非常に簡単にす
ることができ、コストの安い光ファイバ余長収容装置とすることができる。
【００３０】
また、本実施形態例によれば、余長部分個別収容部２０を形成する仕切り板５を、余長収
容棚２の手前側から奥側にかけて設けたガイドレール７にスライド自在に設けたために、
必要な部分にのみ仕切り板５を配設し、不要になった場合には仕切り板５を取り外すこと
もできる。したがって、仕切り板５を無駄に配設することを防ぐことができる。
【００３１】
さらに、図３，４に示したように、本実施形態例の光ファイバ余長収容装置に光カプラユ
ニット９を収容する構成とすると、それぞれの光カプラユニット９を区分け収容すること
ができ、しかも、光カプラユニット９とケーブル側の光ファイバテープ心線１との接続切
り替えおよびケーブル側光ファイバテープ心線１およびカプラ側光ファイバテープ心線１
３の余長部分の収容は、従来の８の字配線を行なわずにできるために、上記作業を作業性
良く行なうことができる。
【００３２】
なお、本発明は上記実施形態例に限定されることはなく、様々な実施の態様を採り得る。
例えば上記実施形態例では、光ファイバ余長収容装置はアダプタボックス４を有する構成
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としたが、光ファイバ余長収容装置は必ずしもアダプタボックス４を有するとは限らず、
例えば図５に示すように、アダプタボックス４を省略した構成としてもよい。
【００３３】
このようにした場合も、光ファイバテープ心線１の先端側の端末コネクタ３を余長部分個
別収容部２０の手前側に配置して光ファイバテープ心線１を収容すれば、光ファイバテー
プ心線１の余長部分を予め定めた本数ごとに個別に余長部分個別収容部２０に収容し、端
末コネクタ３を利用して接続相手側に接続することができる。
【００３４】
　また、上記実施形態例では、仕切り板５を余長収容棚２の手前側から奥側にかけて設け
たガイドレール７にスライド自在に設けたが、 図２の（ｂ）に示すように
、仕切り板５をガイドレール７に固定して設け 。
【００３５】
さらに、上記実施形態例では、余長収容棚２の底部内壁に、仕切り板５をガイドするガイ
ドレール７を設けたが、ガイドレール７は余長収容棚２の上部内壁に設けてもよいし、余
長収容棚２の上部内壁と底部内壁の両方に設けてもよい。
【００３６】
さらに、上記実施形態例では、仕切り板５は余長収容棚２の奥行きとほぼ同じ奥行きを有
していたが、仕切り板５は、余長収容棚２の奥行き以上の奥行きを有するものとし、この
仕切り板５を余長収容棚２の手前側から奥側にかけて設けてもよい。
【００３７】
さらに、図６に示すように、余長収容棚２の奥行き未満の奥行きＤを有する仕切り板５を
設けて光ファイバ余長収容装置を構成してもよいし、図７に示すように、余長収容棚２の
内側高さ未満の高さＨを有する仕切り板５を設けて光ファイバ余長収容装置を構成しても
よい。
【００３８】
図６，７に示したように、仕切り板５の奥行きや高さを小さくした場合でも、光ファイバ
テープ心線１の余長部分の長さや余長部分収容形態によっては（例えば光ファイバテープ
心線１の余長部分の長さがそれぼど長くなかったり、光ファイバテープ心線１の余長部分
を余長収容棚２の手前側下部のみに収容したりする場合には）、光ファイバテープ心線１
を予め定めた本数ごとに個別に対応する余長部分個別収容部２０に的確に収容することが
でき、さらに、仕切り板５の奥行きや高さを小さくした分だけ、仕切り板５のサイズを小
さくして、光ファイバ余長収容装置のコストを低減できる。
【００３９】
さらに、上記実施形態例では、１つの光ファイバ余長収容棚２を有する構成としたが、本
発明の光ファイバ余長収容装置は、２つ以上の光ファイバ余長収容棚２を有する構成とし
てもよい。
【００４０】
さらに、上記実施形態例では、光ファイバケーブルから引き出された光ファイバは、光フ
ァイバテープ心線１の形態で引き出されて光ファイバ余長収容装置に収容されていたが、
光ファイバケーブルから引き出す光ファイバの形態は特に限定されるものではなく適宜設
定されるものであり、例えば光ファイバを１本ずつ引き出してもよい。
【００４１】
【発明の効果】
本発明によれば、光ファイバ余長収容棚がそれぞれ間隔を介して縦向き姿勢で横方向に配
列された複数の仕切り板により仕切られて複数の区分領域が配列形成され、該それぞれの
区分領域が光ファイバケーブルから引き出された光ファイバの余長部分を予め定めた１本
以上の光ファイバ群ごとに個別に収容する余長部分個別収容部と成しているために、従来
のように光ファイバの余長部分を収容するための空き心線箱がなくても、光ファイバの余
長部分を予め定めた１本以上の光ファイバ群ごとに個別に収容することができる。
【００４２】
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したがって、空き心線箱に光ファイバ余長部分を８の字形に収容する場合と異なり、本発
明の光ファイバ余長収容装置を用いることにより、光ファイバ余長部分の収容を非常に容
易に行なうことができ、装置コストも安くできる。また、本発明において、前記余長部分
個別収容部にそれぞれ光カプラユニットなどを設けることにより、光カプラユニットも区
分け収容することが可能となり、光カプラユニットとの接続切り替えや、接続切り替え時
の光ファイバ余長部分の収容を作業性良く行なうことができる。
【００４３】
　また、 それぞれの余長収容棚の底部内壁と上部内壁の少なくとも一方には仕
切り板をガイドするガイドレールが前記余長収容棚の手前側から奥側にかけて設けられて
おり、前記仕切り板はガイドレールにスライド自在に設けられている 、必要なところ
にだけ仕切り板を設け、仕切り板が不要となったときには、仕切り板を取り外すことがで
きるため、仕切り板を無駄に配設することを防ぐことができる。
【００４４】
さらに、仕切り板は余長収容棚の奥行き以上の奥行きを有して余長収容棚の手前側から奥
側にかけて設けられている本発明によれば、余長収容棚を手前側から奥側にかけて仕切り
板によって仕切ることができるために、各余長部分個別収容部に収容される光ファイバ群
が他の余長部分個別収容部に収容された光ファイバ群と干渉することが全くなく、光ファ
イバ群の個別収容をより一層確実なものとすることができる。
【００４５】
さらに、余長収容棚の奥行き未満の奥行きを有する仕切り板が設けられている本発明や、
それぞれの余長収容棚の内側高さ未満の高さを有する仕切り板が設けられている本発明に
よれば、光ファイバの余長部分の長さや余長部分収容形態によっては、光ファイバ群の個
別収容部を的確にすることができるし、仕切り板の奥行きや高さを小さくした分だけ、仕
切り板のサイズを小さくして、光ファイバ余長収容装置のコストを低減できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る光ファイバ余長収容装置の一実施形態例を示す要部構成図である。
【図２】　 上記実施形態例および本発明に係る光ファイバ余長収容装置
の他の実施形態例における仕切り板配設構成を、図１の（ａ）のＡ枠内部分を拡大するこ
とによって示す正面図であ る。
【図３】上記実施形態例の仕切り板の奥行き構成を、上記実施形態例の光ファイバ余長収
容装置に光カプラユニットを設けた状態で示す説明図である。
【図４】上記実施形態例の光ファイバ余長収容装置に光カプラユニット９を設け、光カプ
ラユニット９を介してケーブル側の光ファイバテープ心線１をアダプタユニット４に接続
する例を示す説明図である。
【図５】本発明に係る光ファイバ余長収容装置の他の実施形態例を示す説明図である。
【図６】本発明に係る光ファイバ余長収容装置のさらに他の実施形態例を示す説明図であ
る。
【図７】本発明に係る光ファイバ余長収容装置のさらにまた他の実施形態例を示す説明図
である。
【図８】従来の光ファイバ余長収容装置の例を示す説明図である。
【図９】従来の光ファイバ余長収容装置に光カプラユニット９と空き心線箱１２を共に設
ける場合の光カプラユニット９と空き心線箱１２の接続例（ａ）と、従来の光ファイバ余
長収容装置における光カプラユニット９および空き心線箱１２の配置例を示す説明図（ｂ
）である。
【図１０】従来の光ファイバ余長収容装置における光カプラユニット９を介してのケーブ
ル側光ファイバテープ心線１のアダプタユニット４への接続例を示す説明図である。
【符号の説明】
１　光ファイバテープ心線
２　余長収容棚
３　端末コネクタ
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４　アダプタボックス
５　仕切り板
６　光カプラ側コネクタ
７　ガイドレール
８　嵌合溝
９　光カプラユニット
１０　光スイッチ
１３　カプラ側光ファイバテープ心線
２０　余長部分個別収容部

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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