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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光ファイバー部材を移動可能状態で収容する収容溝を有する絶縁本体と、前記絶縁本体
に装着される複数の導電端子と、前記絶縁本体に装着され、前記光ファイバー部材を前記
初期状態へ向けて付勢する付勢部材と、前記絶縁本体の外周を包囲するシェルと、を含む
コネクタ装置において、
　前記付勢部材に被せるパイプを有し、
　前記絶縁本体には、前記収容溝の後方の開放溝と、前記開放溝の後方の当接部と、が設
けられ、
　前記パイプが、前記開放溝に収容され、前記当接部に当接しており、
　前記シェルは、前記収容溝と、開口溝を覆う天板と、を有しており、前記シェルの天板
によりパイプが、開放溝へ押圧されることを特徴とするコネクタ装置。
【請求項２】
　前記光ファイバー部材は、本体部と、本体部に装着された光ファイバーと、を含み、
　前記本体には、レンズと、前記レンズの両側に設けられた係合孔と、が形成され、
　前記付勢部材が、前記光ファイバー部材の本体部の後端に当接していることを特徴とす
る請求項１に記載のコネクタ装置。
【請求項３】
　前記光ファイバー部材の本体部には、後向きに突出するポストが設けられ、前記付勢部
材の前端は前記パイプから突出し、前記ポストに係合することを特徴とする請求項２に記
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載のコネクタ装置。
【請求項４】
　前記絶縁本体には、前記当接部から前向きに延出するポストが設けられ、前記付勢部材
の一端が、前記ポストにより保持されることを特徴とする請求項２に記載のコネクタ装置
。
【請求項５】
　前記絶縁本体には、前記収容溝の後方で収容溝に連通する溝部が凹んで形成され、前記
開放溝が、前記溝部の先端で形成され、
　前記溝部には、前記光ファイバーを保持するための第一スリットが形成され、
　当該コネクタ装置は、前記絶縁本体の溝部に組み付けられた板状部材を有し、前記板状
部材の先端には、前記開放溝に対応する開口が設けられ、
前記パイプが、前記開口に収容され保持されることを特徴とする請求項２に記載のコネク
タ装置。
【請求項６】
　前記光ファイバー部材の本体部の先端には、係止溝が形成され、
　前記絶縁本体には、前記係止溝に当接し係合する当接突部が形成されることを特徴とす
る請求項２に記載のコネクタ装置。
【請求項７】
　前記光ファイバー部材の係止溝と前記絶縁本体の当接突部とは、Ｖ字形状を呈すること
を特徴とする請求項６に記載のコネクタ装置。
【請求項８】
　前記絶縁本体は、基部と、基部から相手コネクタの離脱方向へ延出する舌片と、を含み
、前記光ファイバー部材を収容する収容溝が、前記舌片の上壁に凹んで形成されることを
特徴とする請求項１に記載のコネクタ装置。
【請求項９】
　前記導電端子の配置は、ＵＳＢ３．０規格に適合しており、第一端子と第二端子とを含
み、
　前記第一端子には、前記舌片の下壁に配置される平板状の第一接触部が設けられ、
　前記第二端子は、前記舌片の下壁に配置され、前記第一接触部の後方には、弾性的な第
二接触部が設けられることを特徴とする請求項１に記載のコネクタ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高速信号伝送に関し、特に、光電伝送共用のコネクタ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１を参照すると、従来のコネクタ装置は、相手コネクタを嵌合する挿入空間を
有する絶縁本体と、前記絶縁本体に装着された複数の導電端子と、絶縁本体に収容して保
持される光ファイバーケーブルと、を含み、絶縁本体に前記挿入空間には、突出する舌片
が設けられ、該舌片の底部に複数の収容溝が形成され、前記導電端子は収容溝に収容され
、弾性変形可能な接触部を備える。前記光ファイバーケーブルは、前記舌片の下方に位置
し、挿入空間に露出される光素子を含む。
【０００３】
　また、従来技術において、相手コネクタに挿入される時に、前記光ファイバー部材が圧
接されて相手コネクタの挿入方向に沿って絶縁本体の内部に移動するので、光ファイバー
部材を初期状態に自動的に回復するために、特許文献２に示すように、絶縁本体に前記光
ファイバー部材を初期状態へ向けて付勢する付勢部材が配置されることが必要である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
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【特許文献１】中国特許出願公開第１０１３４５３５８号明細書
【特許文献２】中国特許出願第２００９１０３０２０５７．６号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来のコネクタ装置に配置される付勢部材は、一般的に弾性的な金属製
のスプリングであり、相手コネクタを挿入する時に、前記光ファイバー部材が相手コネク
タの挿入する方向に沿って前記付勢部材を押圧して、前記付勢部材が圧縮される過程にお
いて、上下方向又は左右方向の振動を生じる恐れがあり、コネクタ装置と相手コネクタと
の光ファイバー部材の安定した嵌合に不利になっている。そこで、新たなコネクタ装置を
開発することが必要である。
【０００６】
　本発明は、係る点に鑑みてなされたものであり、光ファイバー部材を安定的に嵌合でき
るコネクタ装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明のコネクタ装置は、光ファイバー部材を移動可能状態で収容する収容溝を有する
絶縁本体と、前記絶縁本体に装着される複数の導電端子と、前記絶縁本体に装着され、前
記光ファイバー部材を前記初期状態へ向けて付勢する付勢部材と、前記絶縁本体の外周を
包囲するシェルと、を含むコネクタ装置において、前記付勢部材に被せるパイプを有する
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　従来技術に比べ、本発明は以下の利点を有する。コネクタ装置は、付勢部材の外側に前
記パイプを被せることで、弾性的な変形を生じる時の上下方向及び左右方向の揺動を防止
でき、更に、光ファイバー部材が、相手コネクタの光ファイバー部材と安定的に嵌合する
ことが保証される。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明に係るコネクタ装置の第一実施形態の組立斜視図である。
【図２】図１に示すコネクタ装置の部分分解図である。
【図３】図２に係るコネクタ装置の他の角度から見た分解図である。
【図４】本発明に係るコネクタ装置の第一実施形態の部分組立斜視図である。
【図５】図１に示すコネクタ装置のＡ－Ａ線に沿った断面図である。
【図６】本発明に係るコネクタ装置の第二実施形態の組立斜視図である。
【図７】図６に示すコネクタ装置の部分分解図である。
【図８】図６に示コネクタ装置のＢ－Ｂ線に沿った断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明についての実施形態を詳細に説明する。以下の説明において、後方は相手
コネクタの挿入方向であり、前方は相手コネクタの離脱方向である。また、本発明に係る
コネクタ装置１００は、光電気複合用のケーブル９に接続するプラグコネクタであり、前
記コネクタ装置１００に嵌合する相手コネクタは、回路基板に接続するソケットコネクタ
である。
【００１１】
　図１乃至図３を参照すると、本発明の第一実施形態について説明している。本発明のコ
ネクタ装置１００は、絶縁本体１と、絶縁本体１に装着される複数の導電端子２と、絶縁
本体１に保持される光伝送用の光ファイバー部材３と、絶縁本体１及び光ファイバー部材
３の間に配置され、光ファイバー部材３を相手コネクタの離脱方向に向けて付勢する付勢
部材としての弾性部材４と、弾性部材４に被せる環状のパイプ４０と、絶縁本体１に保持
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されるベース５と、ベース５に係合するための位置決め部材６と、絶縁本体１を包囲する
シェル７と、シェル７の外部を包囲する絶縁材料製のカバー８と、前記導電端子２及び光
ファイバー部材３に接続するためのケーブル９と、を含む。外部シェル７は互いに係合す
る第一シェル７１および第二シェル７２を含む。
【００１２】
　絶縁本体１は、基部１３と、基部１３から前向きに延出する舌片１４と、を含む。基部
１３の後端には複数の端子溝１３１が形成され、基部１３の底部には前記ベース５を保持
するための装着溝１３２が窪んで設けられる。前記ベース５が前記装着溝１３２に収容さ
れる。舌片１４には、上壁から凹んで形成される収容溝１４１と、収容溝１４１の後側で
収容溝１４１に連通する溝部１４４と、が形成され、収容溝１４１が、溝部１４４より下
向きに凹んで形成される。溝部１４４には、先端で収容溝１４１に連通する通溝１４４２
と、通溝１４４２の後方で通溝１４４２に連通する第一スリット１４３と、が設けられ、
通溝１４４２の中央部には、収容溝１４１に連通する開放溝１４２が形成される。開放溝
１４２の後方には当接部１４６が形成され、前記パイプ４０が開放溝１４２に収容され、
パイプ４０の後端が当接部１４６に当接することにより後方への移動が制限される。
【００１３】
　舌片１４の先端の中央部には、Ｖ字形状を呈する当接突部１４５と、当接突部１４５の
両側にそれぞれ突出する凸部１４７と、が形成され、舌片１２の裏側には、端子溝１４８
が並設される。前記絶縁本体１には、第一スリット１４３の後方で第一スリット１４３に
連通する第二スリット１４０が形成され、第二スリット１４０の幅は、第一スリット１４
３の幅より広くなる。
【００１４】
　前記コネクタ装置１００は、前記溝部１４４に収容する板状部材１０を含み、溝部１４
４には、孔１４４１が形成され、板状部材１０には、孔１４４１に係合するための固定ポ
スト１０１が設けられ、また、板状部材１０の先端には、前記開放溝１４２に対応する開
口１０２が形成される。
【００１５】
　導電端子２は、ＵＳＢ３．０規格に適合しており、第一端子２１及び第二端子２２を含
む。第一端子２１は、前記端子溝１４８に収容される平板状の第一接触部２１１と、ケー
ブル９に接続するための絶縁本体１の後方で端子溝１３１内に収容される第一テール部２
１２と、を含む。第二端子２２は、前記ベース５に保持され、前記舌片１４の端子溝１４
８に延出して弾性変形できる第二接触部２２１と、ケーブル９に接続する第二テール部２
２３と、第二接触部２２１及び第二テール部２２３を連接する第二保持部２２２と、を含
む。
【００１６】
　絶縁本体１の前後方向において、前記第一接触部２１１及び第二接触部２２１は、二列
に配置され、絶縁本体１の上下方向において、前記光ファイバー部材３が、前記第一接触
部２１１及び第二接触部２２１の上方に配置される。矩形形状を呈する前記ベース５には
、前後方向に沿って収容孔５１が貫通するように形成され、第二端子２２の第二保持部２
２２が前記収容孔５１に固持される。前記位置決め部材６は、ベース５の収容孔５１に部
分的に延出して、ベース５が位置決め部材６に係合することにより、第二端子２２がベー
ス５に安定的に保持される。勿論、他の実施状態において、前記第二端子２２をベース５
に挿入して一体成型されてから、第二端子２２とベース５とのモジュールが、絶縁本体１
に組み込まれてもいい。
【００１７】
　図１乃至図５を参照すると、光ファイバー部材３は、前記絶縁本体１の収容溝１４１に
前後方向に沿って移動可能状態で収容され、本体部３０と、本体部３０に装着される光フ
ァイバー３５と、を含み、本体部３０の先端の中央部には、前記舌片１４の当接突部１４
５に当接するＶ字形状を呈する係止溝３１が形成され、Ｖ字形状を呈する係止溝３１の左
右両側にレンズ３２がそれぞれ配置され、レンズ３２の後端に光ファイバー３５が対応し
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て配置される。
【００１８】
　本体部３０のレンズ３２の両側の箇所には、相手コネクタの位置決めポストに係合する
ための係合孔３４が配置され、前記係合孔３４が、コネクタ装置の中心線に対して対称に
配置される。また、本体部３０の後端には、弾性部材４の他端に係合するポスト３６が設
けられ、弾性部材４により光ファイバー部材３の本体部３０を相手コネクタの離脱方向即
ち初期状態へ向けて付勢している。
【００１９】
　光ファイバー３５が、第一スリット１４３にそれぞれ挟んで収容され、これにより、光
ファイバー部材３の左右方向の移動が制限される。前記板状部材１０は、通溝１４４に収
容されて光ファイバー３５を下向きに押圧して、光ファイバー３５が跳ね上がることを防
止でき、光ファイバー３５は、第二スリット１４０を貫通してケーブル９に接続している
。
【００２０】
　前記シェル７は、絶縁本体１の外周を包囲して、互いに係合している第一シェル７１と
第二シェル７２とを含み、第一シェル７１が絶縁本体１の舌片１４を包囲して、第一シェ
ル７１の天板７３が収容溝１４２の上方を覆うことにより、パイプ４０を下向きに押圧し
、また、前記天板７３には、光ファイバー部材３の上方に押圧する突点７５が押抜加工を
通して形成される。
【００２１】
　プラグとしてのコネクタ装置１００を相手コネクタに挿入する時に、コネクタ装置１０
０の光ファイバー部材３に設けられた係合孔３４が、相手コネクタの位置決めポストに係
合し、係合孔３４の深さが位置決めポストの長さと異なるなら、弾性部材４により光ファ
イバー部材３を前後方向に移動させることを通じて調整でき、製品の製造精度の要求を減
少できる。
【００２２】
　コネクタ装置１００が相手コネクタから離脱する時に、光ファイバー部材３の本体部３
０が、弾性部材４により初期状態に回復できる。光ファイバー部材３の係止溝３１が、前
記舌片１４の当接突部１４５に当接することにより、光ファイバー部材３が、収容溝１４
１から外れることを防止でき、光ファイバー部材３の左右方向の移動も制限される。本体
３０の先端では、上壁が前記第二シェル７２の突点７５に当接され、下壁が舌片１４の凸
部１４７が当接されることで、光ファイバー部材３の上下方向の移動が制限される。これ
によって、光ファイバー部材３の振動を防止するとともに、光ファイバー部材３が初期状
態に確実に回復できる。
【００２３】
　弾性部材４が、光ファイバー部材３を前後方向に沿ってスライドさせる時、弾性部材４
の外側に前記パイプ４０を被せることで、弾性的な変形を生じる時の上下方向及び左右方
向の揺動を防止でき、更に、光ファイバー部材３が、相手コネクタの光ファイバー部材と
安定的に嵌合することが保証される。
【００２４】
　図６乃至図８を参照すると、本発明の第二実施形態におけるコネクタ装置１００’であ
り、第一実施形態と異なるのは、絶縁本体１’の当接部１４６’に、前向きに延出し、溝
部１４４’に位置するポスト１４２１’が形成されることである。ポスト１４２１’が、
前記弾性部材４’の内部に延出するとともに、弾性部材４’の外側にパイプ４０が被せら
れるので、弾性部材４’を安定的に保持できる。
【００２５】
　以上の実施形態において、当該コネクタ装置は、プラグコネクタとしては勿論、本発明
の構造をソケットコネクタに使用してもいい。
【００２６】
　光ファイバー部材を相手コネクタの離脱方向に向けて付勢する付勢部材としての前記弾
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性部材は、金属で製造されるスプリングや、板状のバネ部材などであってもいい。
【００２７】
　以上本発明について最良の実施の形態を参照して詳細に説明したが、実施形態はあくま
でも例示的なものであり、これらに限定されない。また上述の説明は、本発明に基づきな
しうる細部の修正或いは変更など、いずれも本発明の請求範囲に属するものとする。
【符号の説明】
【００２８】
　１００　コネクタ装置
　１　絶縁本体
　１３　基部
　１４　舌片
　１３１　端子溝
　１３２　装着溝
　１４０　第二スリット
　１４１　収容溝
　１４２　開放溝
　１４３　第一スリット
　１４４　溝部
　１４４２　通溝
　１４５　当接突部
　１４６　当接部
　１４７　凸部
　１４４１　孔
　２　導電端子
　２１　第一端子
　２１１　第一接触部
　２１２　第一テール部
　２２　第二端子
　２２１　第二接触部
　２２２　第二保持部
　２２３　第二テール部
　３　光ファイバー部材
　３０　本体部
　３１　係止溝
　３２　レンズ
　３４　係合孔
　３５　光ファイバー
　４　弾性部材（付勢部材）
　４０　パイプ
　５　ベース
　５１　収容孔
　６　位置決め部材
　７　シェル
　７１　第一シェル
　７２　第二シェル
　８　カバー
　９　ケーブル
　１０　板状部材
　１０１　固定ポスト
　１０２　開口
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