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(57)【要約】
例示的な実施形態は、光電子モジュールに含まれる光イ
ンタフェースの係合を恒久的に維持するように構成され
ているプラグ着脱式アクティブ光ケーブルコネクタを含
む。プラグ着脱式アクティブ光ケーブルコネクタは、複
数の光ファイバを光インタフェースに接続するレンズ接
続部、光電子モジュールのラッチ受け入れ部分に係合す
るラッチ部分であって、光インタフェースの光電子係合
部分に係合する第１の係合部分、および、第２の係合部
分を含む、ラッチ部分、ならびに、ラッチ部分の第２の
係合部分に係合し、レンズ接続部が光電子モジュールの
光インタフェースから離脱することを防止するように、
プラグ挿入力がプラグ着脱式アクティブ光ケーブルコネ
クタに加えられると、レンズ接続部を光電子モジュール
に対して定位置にロックするロック部分を含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
光電子モジュールに含まれる光インタフェースの係合を恒久的に維持するように構成され
たプラグ着脱式アクティブ光ケーブルコネクタであって、
　複数の光ファイバを前記光インタフェースに接続するレンズ接続部と、
　前記光電子モジュールのラッチ受け入れ部分に係合するラッチ部分であって、前記レン
ズ接続部の前記光ファイバに前記光インタフェースとの係合を維持させ、前記光インタフ
ェースの光電子係合部分に係合する第１の係合部分、および第２の係合部分を含むラッチ
部分と、
　前記ラッチ部分の前記第２の係合部分に係合し、前記レンズ接続部が前記光電子モジュ
ールの前記光インタフェースから離脱することを防止するように、プラグ挿入力が前記プ
ラグ着脱式アクティブ光ケーブルコネクタに加えられると、前記レンズ接続部を前記光電
子モジュールに対して定位置にロックするロック部分と
　を備える、プラグ着脱式アクティブ光ケーブルコネクタ。
【請求項２】
請求項１に記載のプラグ着脱式アクティブ光ケーブルコネクタにおいて、
　前記ラッチ部分は、ＭＴフェルールを収容する圧着リングベースの一体的な構成要素と
して形成されている、プラグ着脱式アクティブ光ケーブルコネクタ。
【請求項３】
請求項２に記載のプラグ着脱式アクティブ光ケーブルコネクタにおいて、
　前記ロック部分は、前記ラッチ部分の少なくとも一部を包囲するように形成されたスリ
ーブの一体的な構成要素として形成されている、プラグ着脱式アクティブ光ケーブルコネ
クタ。
【請求項４】
請求項３に記載のプラグ着脱式アクティブ光ケーブルコネクタにおいて、
　前記ラッチ部分の前記第２の係合部分は、前記ラッチ部分の上面および下面のうちの少
なくとも一方に形成された係合歯を含み、
　前記ロック部分は、前記スリーブの上面および下面のうちの少なくとも一方に形成され
た弾性タブを含む、プラグ着脱式アクティブ光ケーブルコネクタ。
【請求項５】
請求項１に記載のプラグ着脱式アクティブ光ケーブルコネクタにおいて、
　前記ラッチ部分の前記第２の係合部分は、前記ラッチ部分の上面および下面のうちの少
なくとも一方に形成された係合歯を含み、
　前記ロック部分は、スリーブの上面および下面のうちの少なくとも一方に形成された弾
性タブを含む、プラグ着脱式アクティブ光ケーブルコネクタ。
【請求項６】
請求項１に記載のプラグ着脱式アクティブ光ケーブルコネクタにおいて、
　前記ロック部分は、前記光電子係合部分にも係合する、プラグ着脱式アクティブ光ケー
ブルコネクタ。
【請求項７】
請求項６に記載のプラグ着脱式アクティブ光ケーブルコネクタにおいて、
　前記第１の係合部分は、凹部を含み、
　前記光電子係合部分は、前記プラグ着脱式アクティブ光ケーブルがロックされた位置に
あるときに前記凹部内に配置されるアームを含み、
　前記ロック部分は、前記アームを前記凹部内に確実に固定させる付勢力を提供する、プ
ラグ着脱式アクティブ光ケーブルコネクタ。
【請求項８】
請求項２に記載のプラグ着脱式アクティブ光ケーブルコネクタにおいて、
　前記ロック部分は、前記ラッチ部分および前記光電子係合部分の少なくとも一部を包囲
するように形成されたスリーブの一体的な構成要素として形成されている、プラグ着脱式
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アクティブ光ケーブルコネクタ。
【請求項９】
請求項８に記載のプラグ着脱式アクティブ光ケーブルコネクタにおいて、
　前記第１の係合部分は、凹部を含み、
　前記光電子係合部分は、前記プラグ着脱式アクティブ光ケーブルがロックされた位置に
あるときに前記凹部内に配置されるアームを含み、
　前記アームを包囲する前記スリーブとして提供される圧縮力が、前記アームを前記凹部
内に確実に固定させる付勢力を提供する、プラグ着脱式アクティブ光ケーブルコネクタ。
【請求項１０】
一体化されたアクティブ光ケーブルおよび光電子モジュールであって、
　ホストデバイスのポートとインタフェースする光インタフェースと、
　複数の光ファイバを前記光インタフェースに接続するレンズ接続部と、
　前記光インタフェースのラッチ受け入れ部分に係合するラッチ部分であって、前記レン
ズ接続部の前記光ファイバに前記光インタフェースのレンズアセンブリとの係合を維持さ
せ、前記光インタフェースの光電子係合部分に係合する第１の係合部分、および第２の係
合部分を含むラッチ部分と、
　前記ラッチ部分の前記第２の係合部分に係合し、前記レンズ接続部が前記光インタフェ
ースから離脱することを防止するように、プラグ挿入力がプラグ着脱式アクティブ光ケー
ブルコネクタに加えられると、前記レンズ接続部を前記光インタフェースに対して定位置
にロックするロック部分と
　を備える、一体化されたアクティブ光ケーブルおよび光電子モジュール。
【請求項１１】
請求項１０に記載の一体化されたアクティブ光ケーブルおよび光電子モジュールにおいて
、
　前記ラッチ部分は、ＭＴフェルールを収容する圧着リングベースの一体的な構成要素と
して形成されている、一体化されたアクティブ光ケーブルおよび光電子モジュール。
【請求項１２】
請求項１１に記載の一体化されたアクティブ光ケーブルおよび光電子モジュールにおいて
、
　前記ロック部分は、前記ラッチ部分の少なくとも一部を包囲するように形成されたスリ
ーブの一体的な構成要素として形成されている、一体化されたアクティブ光ケーブルおよ
び光電子モジュール。
【請求項１３】
請求項１２に記載の一体化されたアクティブ光ケーブルおよび光電子モジュールにおいて
、
　前記ラッチ部分の前記第２の係合部分は、前記ラッチ部分の上面および下面のうちの少
なくとも一方に形成される係合歯を含み、
　前記ロック部分は、前記スリーブの上面および下面のうちの少なくとも一方に形成され
た弾性タブを含む、一体化されたアクティブ光ケーブルおよび光電子モジュール。
【請求項１４】
請求項１０に記載の一体化されたアクティブ光ケーブルおよび光電子モジュールにおいて
、
　前記ラッチ部分の前記第２の係合部分は、前記ラッチ部分の上面および下面のうちの少
なくとも一方に形成される係合歯を含み、
　前記ロック部分は、スリーブの上面および下面のうちの少なくとも一方に形成された弾
性タブを含む、一体化されたアクティブ光ケーブルおよび光電子モジュール。
【請求項１５】
請求項１１に記載の一体化されたアクティブ光ケーブルおよび光電子モジュールにおいて
、
　前記ロック部分は、前記光電子係合部分にも係合する、一体化されたアクティブ光ケー
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ブルおよび光電子モジュール。
【請求項１６】
請求項１５に記載の一体化されたアクティブ光ケーブルおよび光電子モジュールにおいて
、
　前記第１の係合部分は、凹部を含み、
　前記光電子係合部分は、前記プラグ着脱式アクティブ光ケーブルがロックされた位置に
あるときに前記凹部内に配置されるアームを含み、
　前記ロック部分は、前記アームを前記凹部内に確実に固定させる付勢力を提供する、一
体化されたアクティブ光ケーブルおよび光電子モジュール。
【請求項１７】
請求項１２に記載の一体化されたアクティブ光ケーブルおよび光電子モジュールにおいて
、
　前記ロック部分は、前記ラッチ部分および前記光電子係合部分の少なくとも一部を包囲
するように形成されたスリーブの一体的な構成要素として形成されている、一体化された
アクティブ光ケーブルおよび光電子モジュール。
【請求項１８】
請求項１７に記載の一体化されたアクティブ光ケーブルおよび光電子モジュールにおいて
、
　前記第１の係合部分は、凹部を含み、
　前記光電子係合部分は、前記プラグ着脱式アクティブ光ケーブルがロックされた位置に
あるときに前記凹部内に配置されるアームを含み、
　前記アームを包囲する前記スリーブとして提供される圧縮力が、前記アームを前記凹部
内に確実に固定させる付勢力を提供する、一体化されたアクティブ光ケーブルおよび光電
子モジュール。
【請求項１９】
請求項１に記載の前記プラグ着脱式アクティブ光ケーブルコネクタを備える光電子システ
ム。
【請求項２０】
請求項１０に記載の前記一体化されたアクティブ光ケーブルおよび光電子モジュールを備
える光電子システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書に開示の実施形態は、光学構成要素に関する。特に、本明細書に記載の実施形
態は、光電子モジュールとともに使用可能なケーブルコネクタ、ならびに、ケーブルコネ
クタを光学モジュールに接続し取り付ける手段に関する。
【背景技術】
【０００２】
　光ファイバ伝送媒体は、光信号、音声信号およびデータ信号を伝送するためにますます
使用されている。伝送手段として、光は、従来の電気通信技術よりも多くの利点を提供す
る。例えば、光信号は、極めて高い伝送速度および非常に高い帯域幅を可能にする。また
、光信号は、電気信号における電磁妨害（「ＥＭＩ」）をもたらす電磁放射による影響を
受けない。光信号は、より確実な信号も提供する。これは、光ファイバ等の光伝送媒体が
、ワイヤーベースの伝送システムにおける電気信号で生じるように信号の部分が光ファイ
バから逃げるかまたは取り出されることを許容しないためである。光信号は、比較的長い
距離にわたって、そのような距離にわたる電気信号の伝送に通常は関連する信号損失を受
けることなく、伝送される。
【０００３】
　光通信は多くの利点を提供するが、データ伝送手段としての光の使用は、多くの実施の
課題を有している。例えば、光信号によって表されるデータは、受信および処理される前
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や、受信または処理される前に、電気形態に変換しなければならない。同様に、データ信
号は、光ネットワーク上に伝送される前に、電子形態から光形態に変換しなければならな
い。
【０００４】
　これらの変換プロセスは、光ファイバの両端に位置する光学送受信モジュールによって
実施される。典型的な光学送受信モジュールは、電気信号を光信号に変換可能なレーザ送
信回路と、受信した光信号を電気信号に変換可能な光受信器とを含む。光学送受信モジュ
ールは、互換性のある接続ポートを介して、ホストコンピュータ、スイッチングハブ、ネ
ットワークルータ、スイッチボックスまたはコンピュータＩ／Ｏ等のホストデバイスと、
電気的にインタフェースすることができる。
【０００５】
　本技術分野にて現在使用されている接続ポートおよび互換性のあるコネクタの一例は、
プラグアンドプレイマルチファイバープッシュオン（ＭＰＯ）レセプタクルであり、これ
は、光ネットワークに接続するとともに帯域幅および通信速度を加速させるために、クア
ッド（４チャネル）スモールフォームファクタープラグ着脱式（ＱＳＦＰ）、ＣＸＰ、Ｃ
ＤＦＰ、ＣＦＰ２およびＣＦＰ４アクティブ光ケーブルを含む４ファイバー、１２ファイ
バーまたは２４ファイバーケーブル等のマルチファイバーケーブルを可能にする。現在、
そのようなシステムを使用して、中央局、交換局、データセンター、無線ネットワークコ
ントローラー、ベースステーションコントローラーおよびセルサイトを含む集合住宅（Ｍ
ＤＵ）用途およびコアネットワーク用途をサポートしている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　既存のアクティブ光ケーブル製品に関連する１つの問題は、既存のアクティブ光ケーブ
ル製品が対応するレセプタクルに容易に差し込みおよび引き抜きされるように概ね設計さ
れているが、ケーブルを送受信モジュールに恒久的に取り付けて接続することが困難であ
ることである。ケーブルを恒久的に取り付けて接続する能力がなければ、製造プロセスを
増大させるかまたは既存のモジュールおよびケーブルに対する在庫を大幅に増加させるこ
となく、送受信モジュールおよびアクティブ光ケーブル製品が組み立てられたまたは連結
されたユニットとして販売される製品を提供することが困難である。
【０００７】
　本明細書において特許請求される主題は、いずれかの不都合点を解決するか、または、
上で記載したような環境においてのみ動作する実施形態に限定されない。むしろ、この背
景は、本明細書に記載されるいくつかの実施形態を実施することができる１つの例示的な
技術分野を示すためだけに提供されている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　例示的な実施形態は、光電子モジュールに含まれる光インタフェースの係合を恒久的に
維持するように構成されているプラグ着脱式アクティブ光ケーブルコネクタを含む。プラ
グ着脱式アクティブ光ケーブルコネクタは、複数の光ファイバを光インタフェースに接続
するレンズ接続部、光インタフェースのラッチ受け入れ部分に係合するラッチ部分を含む
。ラッチ部分は、レンズ接続部の光ファイバに、光インタフェースのレンズアセンブリと
の係合を維持させ、光インタフェースの光電子係合部分に係合する第１の係合部分、およ
び、第２の係合部分を含む。一体化されたケーブルおよび光電子モジュールは、ラッチ部
分の第２の係合部分に係合し、レンズ接続部が光インタフェースから離脱することを防止
するように、プラグ挿入力がプラグ着脱式アクティブ光ケーブルコネクタに加えられると
、レンズ接続部を光インタフェースに対して定位置にロックするロック部分も含む。
【０００９】
　別の例示的な実施形態は、一体化されたアクティブ光ケーブルおよび光電子モジュール
を含む。一体化されたケーブルおよび光電子モジュールは、ホストデバイスのポートとイ
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ンタフェースする光インタフェース、複数の光ファイバを光インタフェースに接続するレ
ンズ接続部、光インタフェースのラッチ受け入れ部分に係合するラッチ部分を含む。ラッ
チ部分は、レンズ接続部の光ファイバに、光インタフェースのレンズアセンブリとの係合
を維持させ、光インタフェースの光電子係合部分に係合する第１の係合部分、および、第
２の係合部分を含む。一体化されたケーブルおよび光電子モジュールは、ラッチ部分の第
２の係合部分に係合し、レンズ接続部が光インタフェースから離脱することを防止するよ
うに、プラグ挿入力がプラグ着脱式アクティブ光ケーブルコネクタに加えられると、レン
ズ接続部を光インタフェースに対して定位置にロックするロック部分も含む。
【００１０】
　実施形態の目的および利点は少なくとも、特許請求の範囲において特に指摘される要素
、特徴および組み合わせによって実現および達成される。
　上記の包括的な記載および以下の詳細な記載の双方が、例示および説明であり、特許請
求されるような本発明を限定するものではないことを理解されたい。
【００１１】
　例示的な実施形態を、添付の図面を使用することによってさらなる具体性および詳細と
ともに記載および説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】第１の実施形態の一例としてのケーブル保持設計の一例の等角図。
【図２】図１に示す第１の実施形態のケーブル保持設計の分解等角図。
【図３Ａ】図１に示す第１の実施形態のロック機構およびケーブル保持設計を示す、プラ
グ着脱式コネクタを含む例示的な光電子モジュールおよびケーブルの等角断面図。
【図３Ｂ】図１に示す第１の実施形態のロック機構およびケーブル保持設計を示すプラグ
着脱式コネクタを含む例示的な光電子モジュールおよびケーブルの等角断面図。
【図４Ａ】図１に示す第１の実施形態のロック機構およびケーブル保持設計を示すプラグ
着脱式コネクタを含む例示的な光電子モジュールおよびケーブルの断面図。
【図４Ｂ】図１に示す第１の実施形態のロック機構およびケーブル保持設計を示すプラグ
着脱式コネクタを含む例示的な光電子モジュールおよびケーブルの断面図。
【図４Ｃ】図１に示す第１の実施形態のロック機構およびケーブル保持設計を示すプラグ
着脱式コネクタを含む例示的な光電子モジュールおよびケーブルの断面図。
【図４Ｄ】図１に示す第１の実施形態のロック機構およびケーブル保持設計を示すプラグ
着脱式コネクタを含む例示的な光電子モジュールおよびケーブルの断面図。
【図５Ａ】本技術分野で現在既知であるアクティブ光ケーブル製品の等角図。
【図５Ｂ】本技術分野で現在既知であるアクティブ光ケーブル製品の等角図。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本開示の特定の実施形態を、添付の図面を参照して記載する。詳細な説明、図面および
特許請求の範囲に記載される例示的な実施形態は、限定的であるとは意図されない。本明
細書に提示される主題の主旨または範囲から逸脱することなく、他の実施形態を使用する
ことができ、他の変更を行うことができる。本開示の態様は、本明細書に包括的に記載さ
れ、図示されるように、多種多様な形態で配置、置換、組み合わせ、分離および設計する
ことができ、これらは全て本明細書に明示される。
【００１４】
　本明細書に開示される実施形態は、光学構成要素に関する。より詳細には、いくつかの
例示的な実施形態は、光電子モジュール用のケーブルコネクタ、ケーブルロック機構、な
らびに、ケーブルを光電子モジュールに恒久的に接続し取り付けるより簡単でより確実な
方法を提供するケーブル保持設計に関する。本明細書に記載される実施形態は、製造プロ
セスを簡略化し、モジュールおよびケーブルに対する在庫を低減し、ケーブルを光電子モ
ジュールに恒久的かつ確実に接続する能力を含む種々の利点を提供する。さらに、本明細
書における実施形態は、現在の製品の複雑な再設計を必要とすることなく、既存のアクテ
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ィブ光ケーブル製品に適用することが可能である。
【００１５】
　例示的な実施形態は、光学エンジンへのマルチファイバーケーブルの係合を維持するよ
うに光電子モジュールに恒久的に差し込むことができるケーブルコネクタを含む。ケーブ
ルコネクタをマルチレーン光ファイバケーブルの両端に使用する場合、光ケーブルの各端
に恒久的に取り付けられる送受信モジュールを有するアクティブ光学製品を提供すること
ができる。本明細書における実施形態は、送受信モジュールまたは光電子モジュールに差
し込まれた後で引き抜くことができる、本技術分野で現在使用されている製品とは異なる
。
【００１６】
　実施形態は、光ネットワーク分野で使用される光送受信モジュールおよびアクティブ光
ケーブルの文脈に記載されるが、本発明の実施形態を、本明細書に開示される機能が有用
である他の分野および動作環境の両方またはいずれかに使用できることが理解される。し
たがって、本発明の範囲は、本明細書に開示される例示的な実施態様および動作環境に限
定されるものと解釈すべきではない。
【００１７】
　ここで、添付の図面を参照して本開示の実施形態を説明する。
　Ｉ．既存のアクティブ光ケーブルの例示的な態様
　図５Ａ～図５Ｂは、光電子モジュール２００の一例であるＱＳＦＰ送受信モジュールに
接続される既存のＱＳＦＰアクティブ光ケーブル５００の等角図である。この例では、光
電子モジュール２００は、ホットプラグ可能であるか、ネットワークスイッチのホストプ
リント回路基板（ＰＣＢ）等のより大きい電子システムに差し込まれるように設計されて
いる。しかし、このシステムに関連する１つの問題は、光電子モジュール２００をより大
きい電子システムから取り外すことを可能にする光電子モジュール２００のハンドルまた
はベイリング機構５５０が、アクティブ光ケーブル５００に干渉する可能性があり、潜在
的にアクティブ光ケーブル５００を光電子モジュール２００から分離するかまたは光電子
モジュール２００に不適切に接続させることである。この問題を軽減するために、図４Ａ
～図４Ｄに示す実施形態は、アクティブ光ケーブルを光電子モジュール２００に恒久的に
接続する手段を提供する。
【００１８】
　ＩＩ．既存のアクティブ光ケーブルの例示的な構造的な態様
　まず、１つの実施形態によるアクティブ光ケーブル１００の一例を示す図１および図２
を参照する。具体的には、図１は、光電子モジュール２００に恒久的に接続することがで
きるアクティブ光ケーブル１００の等角図である。図２は、図１のアクティブ光ケーブル
１００の分解等角図である。
【００１９】
　図５Ａおよび図５Ｂに示す光電子モジュール２００は、光送信機および光受信器を含む
。光電子モジュール２００の一例は、集積回路間および回路基板間、あるいは集積回路間
または回路基板間の高速（例えば２５ギガビット／秒（Ｇ）以上）光相互接続用に設計す
ることができる。付加的にまたは代替的に、光電子モジュール２００は、４個、１２個、
２４個または他の数量の光チャネルを受け入れるように構成することができ、これらはそ
れぞれ、データを通信するように構成される。
【００２０】
　光電子モジュール２００は、ホストＰＣＢ（図示せず）に取り付けられると、例えば、
ホストデバイスとネットワーク（図示せず）との間でデータを通信するように構成される
。光電子モジュール２００は、電気信号を、電気信号を表す光信号に変換することができ
、その逆もまた同様である。例えば、光信号の形態のデータは、ネットワークからアクテ
ィブ光ケーブル１００に沿って光電子モジュール２００まで通信される。光電子モジュー
ル２００の構成要素（その例を以下に記載する）は、光信号を、光信号を表す電気信号に
変換することができる。電気信号は、次に、ホストデバイスに通信される。同様に、ホス



(8) JP 2018-508045 A 2018.3.22

10

20

30

40

50

トデバイスは、電気信号を光電子モジュール２００に通信することができる。光電子モジ
ュール２００は、電気信号を、電気信号を表す光信号に変換することができる。光信号は
、アクティブ光ケーブル１００に沿ってネットワーク内に、例えば、別の光電子モジュー
ル２００まで通信されることができる。
【００２１】
　アクティブ光ケーブル１００は、ＭＴフェルール１１０およびフェルールブーツ１１２
を含む。フェルールブーツ１１２は、アクティブ光ケーブル１００を通って延びる複数の
光リボンファイバ１６０に接続する。ＭＴフェルール１１０のフェルールブーツ１１２部
分は、圧着リングベース１１５内に収容される。スリーブ１２０が、圧着リングベース１
１５にわたって延びる。圧着リングベース１１５は、光リボンファイバ１６０を囲むよう
に構成されているばね１５５を収容する。圧着リング１７０が、圧着リングベース１１５
の圧着部分１１８に圧縮力を加えるように構成されている。圧着リング１７０は、ケーブ
ルジャケット部分１７１も含む。ケーブルブーツ１３０が、本明細書に開示される圧着リ
ング１７０およびケーブルジャケット１７１および光リボンファイバ１６０を包囲するよ
うに構成されている。ケーブルブーツ１３０の末端が、光リボンファイバ１６０を包囲す
る保護チューブ１５０に接続される遷移部分１４０を含む。
【００２２】
　当業者によって理解されるように、光リボンファイバ１６０は、保護チューブ１５０内
、ならびに、ＭＴフェルール１１０、スリーブ１２０、圧着リングベース１１５、圧着リ
ング１７０、ケーブルジャケット１７１およびケーブルブーツ１３０を含むアクティブ光
ケーブル１００の他の種々の構成要素内でプラスチック層で個々に被覆される。さらに、
プラスチック層および保護チューブ１５０は、アクティブ光ケーブル１００が敷設される
環境に好適な材料から製造され、本明細書に記載される実施形態は何らかの特定の材料に
限定されない。
【００２３】
　ここで、アクティブ光ケーブル１００を光電子モジュール２００に恒久的にロックまた
は固定する手段を提供するスリーブ１２０および圧着リングベース１１５の構造的な構成
要素に注目する。圧着リングベース１１５は、その上面に、光電子モジュール２００との
接続を容易にするタブ部分１１７を含む。より具体的には、タブ部分１１７は、光電子モ
ジュール２００の対応した形状の受け入れ部分（図示せず）によって受け入れられるよう
に構成されている。タブ部分１１７は、その末端および遠位端に形成される２つの傾斜し
た部分を有する隆起した平面を形成する。当業者によって理解されるように、傾斜した部
分は、タブ部分１１７および圧着リングベース１１５の、光電子モジュール２００の受け
入れ部分への取り出しおよび挿入を容易にする。
【００２４】
　圧着リングベース１１５の双方の側面１１１は、内部に形成される平面的窪み部分１１
４を有する。平面的窪み部分１１４は、内部に形成される光電子ロックタブ１１６をそれ
ぞれ有し、それによって、この例の光電子ロックタブ１１６の表面は、圧着リングベース
の側面１１１と同一平面上にあるかまたは実質的に同一平面上にあるように構成されてい
る。したがって、光電子ロックタブ１１６は、圧着リングベース１１５の各側面１１１に
形成される平面的窪み部分１１４の２つの別個の構成要素間の仕切りとしてみなすことが
できる。以下でより十分に記載するように、光電子ロックタブ１１６は、アクティブ光ケ
ーブル１００を光電子モジュール２００にしっかりとロックする手段を提供する。
【００２５】
　圧着リングベース１１５は、その上面１１３に形成される、スリーブ１２０を圧着リン
グベース１１５にロックするために以下で記載されるように使用されるスリーブロック部
分１１９も含む。より具体的には、以下でより十分に記載するように、スリーブロック部
分１１９は、アクティブ光ケーブル１００全体を光電子モジュール２００に恒久的に接続
するために、スリーブ１２０を圧着リングベース１１５に、および、圧着リングベース１
１５を光電子モジュール２００の対応する機構に同時にロックする機構を提供する。
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【００２６】
　この例では、スリーブロック部分１１９は、圧着リングベース１１５の上面１１３に形
成される角度の付いた歯または突起を含む。スリーブロック部分１１９の角度の付いた歯
の構造は、圧着リングベース１１５の上面１１３の上を、平坦な上面まで徐々に延びる角
度の付いた表面を形成する傾斜した部分、および、スリーブロック部分１１９の平坦な上
面を圧着リングベース１１５の上面１１３に実質的に９０度の角度で接続する係合壁を含
む。当業者によって理解されるように、この形状は、図２に示すプラスのｙ方向への圧着
リングベース１１５に対するスリーブ１２０の摺動運動を容易にする。同時に、対応する
傾斜した部分を有さない係合壁の９０度の角度は、以下でより十分に記載するように、ス
リーブ１２０の係合部分１２２がその上に係合すると、マイナスのｙ方向への移動を防止
する。さらに、別のスリーブロック部分１１９を、図３Ａ～図３Ｂに示すように底面に形
成することができる。
【００２７】
　ここで、スリーブ１２０を記載することに注目する。スリーブ１２０は、平坦な上面お
よび下面１２１ならびに湾曲した側面１２３を有する、実質的に平坦な側面の楕円形のチ
ューブを含む。上で記載したように、スリーブ１２０の内周は、内部に収容されるばね１
５５、ＭＴフェルール１１０および光リボンファイバ１６０とともに圧着リングベース１
１５を収容するように形成される。図１から分かるように、圧着リングベース１１５の一
部が、光電子モジュール２００の対応する受け入れ部分に受け入れられるとともに包囲さ
れるように、スリーブ１２０の近位部分を越えて延びる。
【００２８】
　スリーブの平坦な上面１２１が、スリーブ１２０の平坦な上面１２１に対して平行に延
びる弾性タブを含むとともに、以下でより十分に記載するように圧着リングベース１１５
のスリーブロック部分１１９と相互作用するように構成されている係合部分１２２を含む
。図３Ａ～図３Ｂに示すように、スリーブ１２０は、スリーブ１２０の底面に同様の係合
部分１２２を含むことができる。
【００２９】
　当業者によって理解されるように、圧着リングベース１１５は、本発明の意図および範
囲から逸脱することなく、種々の異なる形状の光電子ロックタブ１１６およびスリーブロ
ック部分１１９を含むことができる。さらに、スリーブ１２０は、本明細書に記載の弾性
タブに加えてまたは代替的に、種々の異なる形状の係合部分１２２を含むことができる。
本明細書に記載されるロックまたは係合特徴部の例は、特許請求される発明と関連して使
用することができる例として単に含まれる。上記の実施形態によって実施される機能に匹
敵する機能を提供する上で有効である任意の他の構造的な配置を代替的に使用することが
できる。例えば、本明細書に記載される実施形態は、圧着リングベース１１５およびスリ
ーブ１２０それぞれの上面および下面双方におけるロック構成要素１１９および１２２を
提供するが、これらの要素は、それぞれの構成要素の上面または下面のいずれかにのみ含
まれることができる。
【００３０】
　ＩＩＩ．実施形態の例示的な動作の態様
　図３Ａ～図３Ｂおよび図４Ａ～図４Ｄは、本発明のアクティブ光ケーブル１００の、そ
のロック構成要素を示す断面図である。図３Ａに示すように、アクティブ光ケーブル１０
０の近位端が光電子モジュール２００のポートに＋ｙ方向またはケーブル挿入方向に挿入
されるとき、ＭＴフェルール１１０が光電子モジュール２００の対応する受信器に係合す
るまで、直線的な移動が続く。ＭＴフェルール１１０が光電子モジュール２００の受信器
に係合し、移動させる力がスリーブ１２０に連続的に加えられると、スリーブ１２０は、
圧着リングベース１１５に対してケーブル挿入方向に移動させられる。
【００３１】
　スリーブ１２０が圧着リングベース１１５に対してケーブル挿入方向に移動すると、ス
リーブ１２０の係合部分１２２の弾性タブは、アクティブ光ケーブル１００に加えられる
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移動させる力が、圧着リングベース１１５の上面および下面に形成されるスリーブロック
部分１１９の傾斜した表面に沿って摺動する係合部分１２２の内面において角度の付いた
部分によって＋ｚ方向に伝えられると生成される抵抗力によって、圧着リングベース１１
５から離れるように付勢される。
【００３２】
　スリーブ１２０が、圧着リングベース１１５に対してケーブル挿入方向に、スリーブ１
２０の係合部分１２２が圧着リングベース１１５のスリーブロック部分１１９にもはや係
合せず、その上面および下面に係合するほど十分に移動されると、アセンブリは、図３Ｂ
に示すようなロックされた位置にある。図３Ｂに示すように、スリーブロック部分１１９
は上で記載した係合壁を有するため、力が－ｙ方向またはケーブル取り外し方向に加えら
れると、ｚ方向への弾性タブの付勢力は容易に克服されず、したがって、スリーブ１２０
は適所にロックされる。
【００３３】
　図４Ａ～図４Ｄは、アクティブ光ケーブル１００を光電子モジュール２００にロックす
る機構を示している。より具体的には、図４Ａ～図４Ｄは、光電子モジュール２００に係
合するときのアクティブ光ケーブル１００の断面図である。圧着リングベース１１５の光
電子ロックタブ１１６と光電子モジュール２００のアーム２５０との係合は、圧着リング
ベース１１５のスリーブロック部分１１９とスリーブ１２０の係合部分との係合の前また
はそれと同時に生じることに留意されたい。
【００３４】
　より具体的には、アクティブ光ケーブル１００と光電子モジュール２００との係合は、
ケーブル挿入力がケーブル挿入方向にアクティブ光ケーブル１００に対して加えられると
生じる。図４Ａ～図４Ｃに示すように、力が加えられると、アクティブ光ケーブル１００
の平面的窪み部分１１４は、光電子モジュール２００のアーム２５０を包囲し、アクティ
ブ光ケーブル１００が、光電子モジュール２００に対して係合するように摺動することを
可能にする。図４Ａ～図４Ｃに示すように、ケーブル挿入力が続くと、光電子ロックタブ
１１６は、光電子モジュール２００のアーム２５０に係合し、光電子ロックタブ１１６の
傾斜した部分および光電子モジュールのアーム２５０の両方またはいずれかは、ケーブル
挿入方向への力をｘ方向への拡張力に伝達し、これで、アーム２５０は光電子ロックタブ
１１６から離すように付勢される。
【００３５】
　図４Ｄに示す期間において、ケーブル挿入力が継続した後で、光電子モジュール２００
のアーム２５０は、光電子ロックタブ１１６を通過して通り越えており、アーム２５０が
スリーブ１２０内に閉じ込められるため、もはや戻って出ることができない。この時点で
、圧着リングベース１１５のスリーブロック部分１１９は、スリーブ１２０がアーム２５
０を平面的窪み部分１１４内で係合またはロックされた位置に保持する状態でスリーブ１
２０を定位置にロックされるように、スリーブ１２０の係合部分１２２に係合する。
【００３６】
　理解されるように、本明細書における実施形態は、ねじまたは他の固定手段等の付加的
な構成要素を必要とすることなく、簡単で効率的なロック機構を提供する。したがって、
本明細書における実施形態は、アクティブ光ケーブル１００を光電子モジュール２００に
確実に接続し取り付ける効率的で簡単な方法を提供する。
【００３７】
　当業者によって理解されるように、本発明は他の特定の形態で具現することができる。
本発明の別の実施形態では、ロック特徴部を、フェルールブーツ１１２および圧着リング
１７０に、圧縮ばね１５５がそれらの間に配置された状態で配置することができる。
【００３８】
　記載される実施形態は、あらゆる点で専ら例示的であり、限定的ではないものとして考
慮すべきである。したがって、本発明の範囲は、先の記載によってではなく添付の特許請
求の範囲によって示される。特許請求の範囲の意図および均等物の範囲内に入る全ての変
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更は、それらの範囲内に包含すべきである。

【図１】 【図２】
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【図３Ａ】 【図３Ｂ】

【図４Ａ】 【図４Ｂ】
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【図４Ｃ】 【図４Ｄ】

【図５Ａ】 【図５Ｂ】
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【手続補正書】
【提出日】平成29年9月28日(2017.9.28)
【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】
プラグ着脱式アクティブ光ケーブルであって、
　光電子モジュールであって、前記光電子モジュールのポートを画定する本体、前記ポー
トの内部に位置する少なくとも１つのアーム、および光インタフェースを備えた光電子モ
ジュールと、
　光ケーブルと
　を備え、前記光ケーブルは、
　圧着リングベースであって、前記圧着リングベースの第１の表面に位置する角度の付い
た突起、前記圧着リングベースの第２の表面に位置する少なくとも１つの凹部、および前
記圧着リングベースの第２の表面に位置する少なくとも１つのロックタブを備えた圧着リ
ングベースと、
　前記圧着リングベースの内部に位置するとともに前記光インタフェースに光学的に結合
される複数の光ファイバと、
　前記圧着リングベースを囲み、弾性タブを含むスリーブと
　を備え、
　前記光電子モジュールは、前記光ケーブルに対してロックされた位置に構成可能であり
、
　前記ロックされた位置では、前記ロックタブは、前記アームが前記凹部内に位置決めさ
れるように、前記アームよりも前記ポートの中に位置し、
　前記スリーブは、前記スリーブの一部が前記凹部内に前記アームを閉じ込めるように、
前記ポートに対する位置に並進移動し、
　前記角度の付いた突起は、前記弾性タブに係合することで、前記スリーブが前記凹部内
に前記アームを閉じ込める位置に、前記スリーブをロックする、プラグ着脱式アクティブ
光ケーブル。
【請求項２】
請求項１に記載のプラグ着脱式アクティブ光ケーブルにおいて、
　前記光ケーブルは、前記光電子モジュールに対してロック解除された位置から前記ロッ
クされた位置に並進移動するように構成され、
　前記ロック解除された位置から前記ロックされた位置への並進移動の間に、前記ロック
タブは、前記角度の付いた突起と前記弾性タブとの係合の前または同時に、前記アームに
係合する、プラグ着脱式アクティブ光ケーブル。
【請求項３】
請求項１に記載のプラグ着脱式アクティブ光ケーブルにおいて、
　前記アームを閉じ込める前記スリーブの部分は、前記アームを前記凹部内に閉じ込める
付勢力を提供する、プラグ着脱式アクティブ光ケーブル。
【請求項４】
請求項１に記載のプラグ着脱式アクティブ光ケーブルにおいて、
　前記角度の付いた突起は、前記圧着リングベースの第１の表面に対して或る角度で延び
る角度の付いた表面と、前記第１の表面に対して横断して延びる係合壁とを備え、
　前記弾性タブは、傾斜した表面および平坦な表面を含み、
　前記光ケーブルは、光電子システムに対してロック解除された位置から前記ロックされ
た位置に並進移動するように構成され、
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　前記ロック解除された位置から前記ロックされた位置への並進移動の間に、前記角度の
付いた表面は、前記傾斜した表面に接触することで、前記弾性タブを前記第１の表面に対
して第１の方向に変位させ、
　前記ロックされた位置では、前記係合壁は、前記スリーブが前記第１の方向に対して垂
直な第２の方向に摺動することを前記平坦な表面が防止するように、前記ポートから、前
記平坦な表面よりも遠くに位置する、プラグ着脱式アクティブ光ケーブル。
【請求項５】
請求項４に記載のプラグ着脱式アクティブ光ケーブルにおいて、
　前記係合壁は、前記第１の表面に対して実質的に９０度の角度で延びる、プラグ着脱式
アクティブ光ケーブル。
【請求項６】
請求項１に記載のプラグ着脱式アクティブ光ケーブルにおいて、
　前記圧着リングベースは、更に、前記圧着リングベースの第１の表面に位置するタブ部
分を備え、
　前記タブ部分は、２つの傾斜した部分を含み、それらの間に隆起した表面を有し、
　前記隆起した表面は、前記圧着リングベースの第１の表面に対して隆起し、
　前記光電子モジュールは、前記ポートの内面に、一つの受け入れ部分を画定し、
　前記スリーブは、前記タブ部分と干渉せずに前記圧着リングベースに対して並進移動す
ることを可能にするように画定されたスリーブ凹部を画定し、
　前記タブ部分は、前記プラグ着脱式アクティブ光ケーブルがロックされた位置にあると
きに前記光電子モジュールの受け入れ部分に位置するような形状を有している、プラグ着
脱式アクティブ光ケーブル。
【請求項７】
請求項１に記載のプラグ着脱式アクティブ光ケーブルにおいて、
　前記スリーブの内周は、その内部に前記圧着リングベースおよび前記光ファイバを収容
するような寸法及び形状を有している、プラグ着脱式アクティブ光ケーブル。
【請求項８】
請求書１に記載のプラグ着脱式アクティブ光ケーブルを備える、光電子システム。
【請求項９】
請求項１に記載のプラグ着脱式アクティブ光ケーブルにおいて、
　前記光ケーブルは、前記光電子モジュールに対してロック解除された位置から前記ロッ
クされた位置に並進移動し、前記ロックされた位置から前記ロック解除された位置には並
進移動しないように構成されている、プラグ着脱式アクティブ光ケーブル。
【請求項１０】
請求項９に記載のプラグ着脱式アクティブ光ケーブルにおいて、
　前記ロックタブは、前記圧着リングベースの第２の表面に形成された２つの別個の平面
的窪み部分間に、仕切りを含み、
　前記仕切りは、角度の付いた表面を含み、
　前記ロック解除された位置から前記ロックされた位置への並進移動の間に、前記角度の
付いた表面は、前記圧着リングベースが前記光電子モジュールのポート内に導入されると
、前記アームを前記第２の表面に対して変位させる、プラグ着脱式アクティブ光ケーブル
。
【請求項１１】
請求項１に記載のプラグ着脱式アクティブ光ケーブルは、更に、
　前記圧着リングベース内に収容されるＭＴフェルールを備える、プラグ着脱式アクティ
ブ光ケーブル。
【請求項１２】
一体化された光ケーブルであって、
　圧着リングベースであって、前記圧着リングベースの第１の表面に位置する角度の付い
た突起、前記圧着リングベースの第２の表面に位置する２つの凹部、および前記圧着リン
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グベースの第２の表面に位置する２つのロックタブを備える圧着リングベースと、
　前記圧着リングベースの内部に位置する複数の光ファイバと、
　光電子モジュールであって、前記光電子モジュールのポートを画定する本体、前記ポー
トの内部に位置しかつ前記圧着リングベースを少なくとも部分的に囲む２つのアーム、お
よび前記圧着リングベースの内部の光ファイバに光学的に結合される光インタフェースを
備えた光電子モジュールと、
　前記圧着リングベースを少なくとも部分的に囲み、前記光電子モジュールのポートの内
部に少なくとも部分的に位置し、少なくとも１つの弾性タブを含むスリーブと
　を備え、
　前記光電子モジュールは、前記光ケーブルに対してロックされた位置に構成可能であり
、
　前記ロックされた位置では、前記ロックタブは、前記アームが前記凹部内に位置決めさ
れるように、前記アームよりも前記ポートの中に位置し、
　前記スリーブは、前記スリーブの一部が前記凹部内に前記アームを閉じ込めるように、
前記ポートに対する位置に並進移動し、
　前記角度の付いた突起は、前記弾性タブに係合することで、前記スリーブが前記凹部内
に前記アームを閉じ込める位置に、前記スリーブをロックする、一体化された光ケーブル
。
【請求項１３】
請求項１２に記載の一体化された光ケーブルにおいて、
　前記圧着リングベースのロックタブは、前記圧着リングベースの角度の付いた突起と前
記スリーブの弾性タブとの係合の前または同時に、前記光電子モジュールの前記アームに
係合する、一体化された光ケーブル。
【請求項１４】
請求項１２に記載の一体化された光ケーブルにおいて、
　前記スリーブは、前記光電子モジュールのアームを前記圧着リングベースの凹部内に閉
じ込める付勢力を提供する、一体化された光ケーブル。
【請求項１５】
請求項１２に記載の一体化された光ケーブルにおいて、
　前記圧着リングベースの角度の付いた突起は、前記圧着リングベースの第１の表面に対
して或る角度で延びる角度の付いた表面と、前記圧着リングベースの第１の表面に対して
横断して延びる係合壁とを備え、
　前記角度の付いた表面は、前記スリーブが前記圧着リングベースに対して第１の方向に
摺動することを許容し、前記係合壁は、前記弾性タブが前記係合壁に係合すると、前記ス
リーブが前記第１の方向とは反対の第２の方向に摺動することを防止する、一体化された
光ケーブル。
【請求項１６】
請求項１５に記載の一体化された光ケーブルにおいて、
　前記係合壁は、前記第１の表面に対して実質的に９０度の角度で延びる、一体化された
光ケーブル。
【請求項１７】
請求項１２に記載の一体化された光ケーブルにおいて、
　前記ロックタブは、前記圧着リングベースの第２の表面に形成された２つの別個の平面
的窪み部分間に、仕切りを含む、一体化された光ケーブル。
【請求項１８】
請求項１２に記載の一体化された光ケーブルは、更に、
　前記圧着リングベース内に収容されるＭＴフェルールを備える、一体化された光ケーブ
ル。
【請求項１９】
請求項１２に記載の一体化された光ケーブルにおいて、
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　前記圧着リングベースは、更に、前記圧着リングベースの第１の表面に位置するタブ部
分を備え、
　前記タブ部分は、２つの傾斜した部分を含み、それらの間に隆起した表面を有し、
　前記隆起した表面は、前記圧着リングベースの第１の表面に対して隆起し、
　前記タブ部分は、前記光電子モジュールの受け入れ部分内に位置するような寸法及び形
状を有している、一体化された光ケーブル。
【請求項２０】
請求項１２に記載の前記一体化されたアクティブ光ケーブルおよび光電子モジュールを備
える光電子システム。
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