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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一光ファイバの端部を保持し、第二光ファイバの端部を保持するプラグコネクタと接
続されることにより前記第一光ファイバと前記第二光ファイバとを光学的に結合するレセ
プタクルコネクタであって、
　レセプタクルフェルールと、
　前記レセプタクルフェルールを収容する第一キャビティ及び前記プラグコネクタを収容
する第二キャビティを含むレセプタクルハウジングと、
　を備え、
　前記レセプタクルフェルールは、
　前端と、
　前記第一光ファイバの端部を保持する保持部と、
　前記第一光ファイバの端部と光学的に結合され、前記プラグコネクタのプラグインター
フェース部に対向し、前記第一光ファイバから出射される光ビームを拡大して前記前端か
ら出射するレセプタクルインターフェース部と、
　を有し、
　前記レセプタクルハウジングへの前記プラグコネクタの挿入方向に垂直な断面における
前記第一キャビティの開口面積が、前記挿入方向に垂直な断面における前記第二キャビテ
ィの開口面積よりも小さく、
　前記レセプタクルインターフェース部及び前記プラグインターフェース部は、光学的に
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結合する前の第一状態と、光学的に結合した後の第二状態を定義し、
　前記第二状態では、前記レセプタクルインターフェース部が前記第一キャビティ内に位
置し、
　前記レセプタクルハウジングは、前記レセプタクルインターフェース部と前記プラグイ
ンターフェース部との間に設けられたスペーサを更に備え、
　前記第二状態では、前記第一状態と比較して、前記挿入方向における前記レセプタクル
インターフェース部に対する前記スペーサの相対位置が前記レセプタクルインターフェー
ス部側に移動する、レセプタクルコネクタ。
【請求項２】
　前記第一状態においても、前記レセプタクルインターフェース部が前記第一キャビティ
内に位置する、請求項１に記載のレセプタクルコネクタ。
【請求項３】
　前記第二状態では、前記第一状態と比較して、前記挿入方向における前記レセプタクル
インターフェース部の位置が前記プラグコネクタとは逆側に移動する、請求項１または２
に記載のレセプタクルコネクタ。
【請求項４】
　前記レセプタクルハウジングの内壁は、前記レセプタクルフェルールと当接することに
より、前記レセプタクルインターフェース部を前記第一キャビティ内に保持する部分を有
する、請求項１～３のいずれか一項に記載のレセプタクルコネクタ。
【請求項５】
　前記スペーサが前記第二キャビティに向けて付勢されており、
　前記レセプタクルハウジングの内壁は、前記スペーサと当接することにより、前記レセ
プタクルインターフェース部を前記第一キャビティ内に保持する部分を有する、請求項１
～４のいずれか一項に記載のレセプタクルコネクタ。
【請求項６】
　前記挿入方向において前記プラグコネクタとの間に前記レセプタクルフェルールを挟む
位置に配置され、前記レセプタクルフェルールを支持するとともに前記プラグコネクタと
は反対側への前記レセプタクルフェルールの移動を規制する支持部材と、
　前記支持部材と前記レセプタクルフェルールとの間に配置された第一弾性部材と、を更
に備え、
　前記第二状態では、前記第一弾性部材が前記第一状態よりも縮む、請求項１～５のいず
れか一項に記載のレセプタクルコネクタ。
【請求項７】
　前記挿入方向において前記プラグコネクタとの間に前記レセプタクルフェルールを挟む
位置に配置され、前記レセプタクルフェルールを支持するとともに前記レセプタクルハウ
ジングに固定された第二弾性部材を更に備え、
　前記第二状態では、前記第二弾性部材が前記第一状態よりも縮む、請求項１～５のいず
れか一項に記載のレセプタクルコネクタ。
【請求項８】
　前記第二キャビティが前記プラグコネクタのラッチレバーの少なくとも一部を収容する
、請求項１～７のいずれか一項に記載のレセプタクルコネクタ。
【請求項９】
　前記レセプタクルフェルールの第一ガイドピン孔に一部が挿通され、プラグフェルール
の第二ガイドピン孔に他の一部が挿通されることにより、前記レセプタクルフェルールと
前記プラグフェルールとの位置決めを行う棒状のガイドピンを更に備え、
　前記第一光ファイバはシングルモード光ファイバであり、
　前記ガイドピンの外径と前記第一ガイドピン孔および前記第二ガイドピン孔の内径との
差は、マルチモード光ファイバの接続に用いられる差である、請求項１～８のいずれか一
項に記載のレセプタクルコネクタ。
【請求項１０】
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　請求項１～９のいずれか一項に記載のレセプタクルコネクタと、前記プラグコネクタと
を備える光結合構造であって、
　前記プラグコネクタは、
　前記プラグインターフェース部を有するプラグフェルールと、
　前記プラグフェルールを収容するプラグハウジングと、
　を備え、
　前記プラグインターフェース部は、前記レセプタクルインターフェース部と光学的に結
合され、
　前記第二状態では、前記プラグハウジングの先端が前記第二キャビティ内に位置し、前
記プラグインターフェース部が前記第一キャビティ内に位置する、光結合構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、レセプタクルコネクタ及び光結合構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、２つの光ファイバ群を互いに光結合するための光コネクタ構造が開示
されている。この光コネクタ構造は、各光ファイバ群を保持するための一対のフェルール
を有する。該一対のフェルールそれぞれは、光ファイバから出射した光をコリメートし、
また、光ファイバに入射する光を集光するためのレンズを有する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】米国特許出願公開第２０１４／０１５３８７５号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に記載された構造では、一方のフェルールを収容するハウジングが、他方の
フェルールを収容するハウジングを導入するための広い開口部を有する。そして、一対の
フェルール同士の光結合部分は、その広い開口部内に設けられている。しかしながら、こ
のような構造では、広い開口部から塵や埃が侵入し、光結合部分に付着するおそれがある
。塵や埃が光結合部分に付着すると、光結合効率の低下を招く。本発明は、光結合部分へ
の塵や埃の付着を低減できるレセプタクルコネクタ及び光結合構造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】
【０００５】
　本発明の一実施形態に係るレセプタクルコネクタは、第一光ファイバの端部を保持し、
第二光ファイバの端部を保持するプラグコネクタと接続されることにより第一光ファイバ
と第二光ファイバとを光学的に結合するレセプタクルコネクタであって、レセプタクルフ
ェルールと、レセプタクルフェルールを収容する第一キャビティ及びプラグコネクタを収
容する第二キャビティを含むレセプタクルハウジングとを備え、レセプタクルフェルール
は、前端と、第一光ファイバの端部を保持する保持部と、第一光ファイバの端部と光学的
に結合され、プラグコネクタのプラグインターフェース部に対向し、第一光ファイバから
出射される光ビームを拡大して前端から出射するレセプタクルインターフェース部とを有
し、レセプタクルハウジングへのプラグコネクタの挿入方向に垂直な断面における第一キ
ャビティの開口面積が、挿入方向に垂直な断面における第二キャビティの開口面積よりも
小さく、レセプタクルインターフェース部及びプラグインターフェース部は、光学的に結
合する前の第一状態と、光学的に結合した後の第二状態を定義し、第二状態では、レセプ
タクルインターフェース部が第一キャビティ内に位置する。
【０００６】
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　また、本発明の一実施形態に係る光結合構造は、上記のレセプタクルコネクタと、プラ
グコネクタとを備える光結合構造であって、プラグコネクタは、プラグインターフェース
部を有するプラグフェルールと、プラグフェルールを収容するプラグハウジングとを備え
、プラグインターフェース部は、レセプタクルインターフェース部と光学的に結合され、
第二状態では、プラグハウジングの先端が第二キャビティ内に位置し、プラグインターフ
ェース部が第一キャビティ内に位置する。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明のレセプタクルコネクタ及び光結合構造によれば、光結合部分への塵や埃の付着
を低減できる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、本発明の第１実施形態に係る光結合構造を示す斜視図である。
【図２】図２は、挿入方向に沿った光結合構造の第一状態の断面を示している。
【図３】図３は、挿入方向に沿った光結合構造の第二状態の断面を示している。
【図４】図４は、レセプタクルフェルール及びプラグフェルールとして好適に用いられる
フェルールを示す斜視図である。
【図５】図５は、図４のＶ－Ｖ線に沿った断面図である。
【図６】図６は、スペーサ付近を拡大して示す断面図である。（ａ）は第一状態を示し、
（ｂ）は第二状態を示す。
【図７】図７は、フェルールを製造する工程の一部を説明するための斜視図である。
【図８】図８は、第１変形例に係る光結合構造を示す断面図である。
【図９】図９は、第２変形例に係る光結合構造を示す断面図である。
【図１０】図１０は、第２変形例の弾性部材を拡大して示す斜視図である。
【図１１】図１１は、第３変形例に係る光結合構造を示す断面図である。
【図１２】図１２は、第３変形例のレセプタクルフェルールを更に変形した例を示す斜視
図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　［本願発明の実施形態の説明］
最初に本願発明の実施形態の内容を列記して説明する。本発明の一実施形態に係るレセプ
タクルコネクタは、第一光ファイバの端部を保持し、第二光ファイバの端部を保持するプ
ラグコネクタと接続されることにより第一光ファイバと第二光ファイバとを光学的に結合
するレセプタクルコネクタであって、レセプタクルフェルールと、レセプタクルフェルー
ルを収容する第一キャビティ及びプラグコネクタを収容する第二キャビティを含むレセプ
タクルハウジングとを備え、レセプタクルフェルールは、前端と、第一光ファイバの端部
を保持する保持部と、第一光ファイバの端部と光学的に結合され、プラグコネクタのプラ
グインターフェース部に対向し、第一光ファイバから出射される光ビームを拡大して前端
から出射するレセプタクルインターフェース部とを有し、レセプタクルハウジングへのプ
ラグコネクタの挿入方向に垂直な断面における第一キャビティの開口面積が、挿入方向に
垂直な断面における第二キャビティの開口面積よりも小さく、レセプタクルインターフェ
ース部及びプラグインターフェース部は、光学的に結合する前の第一状態と、光学的に結
合した後の第二状態を定義し、第二状態では、レセプタクルインターフェース部が第一キ
ャビティ内に位置する。
【００１０】
　このレセプタクルコネクタでは、レセプタクルフェルールのレセプタクルインターフェ
ース部が、開口面積が広い第二キャビティではなく、開口面積が狭く且つ第二キャビティ
よりもレセプタクルハウジングの奥に位置し、塵や埃が侵入しにくい第一キャビティに位
置する。したがって、レセプタクルインターフェース部とプラグインターフェース部との
光結合部分への塵や埃の付着を低減し、光結合効率の低下を抑制することができる。
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【００１１】
　上記のレセプタクルコネクタでは、第一状態においても、レセプタクルインターフェー
ス部が第一キャビティ内に位置してもよい。これにより、レセプタクルインターフェース
部とプラグインターフェース部との光結合前においても、レセプタクルインターフェース
部への塵や埃の付着を低減することができる。
【００１２】
　上記のレセプタクルコネクタにおいて、第二状態では、第一状態と比較して、挿入方向
におけるレセプタクルインターフェース部の位置がプラグコネクタとは逆側に移動しても
よい。これにより、レセプタクルインターフェース部とプラグインターフェース部との光
結合部分を、開口面積が狭く奥深い第一キャビティ内に容易に配置することができる。
【００１３】
　上記のレセプタクルコネクタでは、レセプタクルハウジングの内壁が、レセプタクルフ
ェルールと当接することにより、レセプタクルインターフェース部を第一キャビティ内に
保持する部分を有してもよい。これにより、レセプタクルインターフェース部とプラグイ
ンターフェース部との光結合部分を、開口面積が狭く奥深い第一キャビティ内に容易に配
置することができる。更に、レセプタクルフェルールと当接するレセプタクルハウジング
の上記部分によって第一キャビティの開口面積が更に狭くなり、塵や埃の侵入をより効果
的に低減することができる。
【００１４】
　上記のレセプタクルコネクタでは、レセプタクルハウジングが、レセプタクルインター
フェース部とプラグインターフェース部との間に設けられたスペーサを更に備え、第二状
態では、第一状態と比較して、挿入方向におけるレセプタクルインターフェース部に対す
るスペーサの相対位置がレセプタクルインターフェース部側に移動してもよい。
【００１５】
　上記のレセプタクルコネクタでは、スペーサが第二キャビティに向けて付勢されており
、レセプタクルハウジングの内壁は、スペーサと当接することにより、レセプタクルイン
ターフェース部を第一キャビティ内に保持する部分を有してもよい。これにより、レセプ
タクルインターフェース部とプラグインターフェース部との光結合部分を、開口面積が狭
く奥深い第一キャビティ内に容易に配置することができる。更に、スペーサと当接するレ
セプタクルハウジングの上記部分によって第一キャビティの開口面積が更に狭くなり、塵
や埃の侵入をより効果的に低減することができる。
【００１６】
　上記のレセプタクルコネクタは、挿入方向においてプラグコネクタとの間にレセプタク
ルフェルールを挟む位置に配置され、レセプタクルフェルールを支持するとともにプラグ
コネクタとは反対側へのレセプタクルフェルールの移動を規制する支持部材と、支持部材
とレセプタクルフェルールとの間に配置された第一弾性部材と、を更に備え、第二状態で
は、第一弾性部材が第一状態よりも縮んでもよい。これにより、挿入方向におけるレセプ
タクルインターフェース部の位置をプラグコネクタとは逆側に移動させる構造を容易に実
現できる。
【００１７】
　上記のレセプタクルコネクタは、挿入方向においてプラグコネクタとの間にレセプタク
ルフェルールを挟む位置に配置され、レセプタクルフェルールを支持するとともにレセプ
タクルハウジングに固定された第二弾性部材を更に備え、第二状態では、第二弾性部材が
第一状態よりも縮んでもよい。これにより、挿入方向におけるレセプタクルインターフェ
ース部の位置をプラグコネクタとは逆側に移動させる構造を容易に実現できる。
【００１８】
　上記のレセプタクルコネクタでは、第二キャビティがプラグコネクタのラッチレバーの
少なくとも一部を収容してもよい。これにより、ラッチレバーによって第二キャビティと
プラグコネクタとの隙間が狭くなり、塵や埃の侵入をより効果的に低減することができる
。
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【００１９】
　上記のレセプタクルコネクタは、レセプタクルフェルールの第一ガイドピン孔に一部が
挿通され、プラグフェルールの第二ガイドピン孔に他の一部が挿通されることにより、レ
セプタクルフェルールとプラグフェルールとの位置決めを行う棒状のガイドピンを更に備
え、第一光ファイバはシングルモード光ファイバであり、ガイドピンの外径と第一ガイド
ピン孔および第二ガイドピン孔の内径との差は、マルチモード光ファイバの接続に用いら
れる差であってもよい。上記のレセプタクルコネクタでは、レセプタクルインターフェー
ス部から出射される光ビームの径、及びレセプタクルインターフェース部に入射する光ビ
ームの径は、第一光ファイバの端面における径よりも大きい。従って、レセプタクルイン
ターフェース部とプラグインターフェース部との相対位置精度が緩和されるので、上記の
ようにマルチモード光ファイバ用のガイドピンを用いることができる。これにより、ガイ
ドピンの公差を大きくして製造コストを低減することができる。
【００２０】
　また、本発明の一実施形態に係る光結合構造は、上記いずれかのレセプタクルコネクタ
と、プラグコネクタとを備える光結合構造であって、プラグコネクタは、プラグインター
フェース部を有するプラグフェルールと、プラグフェルールを収容するプラグハウジング
と、を備え、プラグインターフェース部は、レセプタクルインターフェース部と光学的に
結合され、第二状態では、プラグハウジングの先端が第二キャビティ内に位置し、プラグ
インターフェース部が第一キャビティ内に位置する。この光結合構造によれば、上記いず
れかのレセプタクルコネクタを備えることによって、レセプタクルインターフェース部と
プラグインターフェース部との光結合部分への塵や埃の付着を低減し、光結合効率の低下
を抑制することができる。また、第二状態においてプラグハウジングの先端が第二キャビ
ティ内に位置し、プラグインターフェース部が第一キャビティ内に位置するので、プラグ
インターフェース部がプラグハウジングの先端から突出した構造となる。従って、プラグ
インターフェース部の清掃が容易となる。
【００２１】
　［本願発明の実施形態の詳細］
以下、添付図面を参照しながら、本発明のレセプタクルコネクタ及び光結合構造の一態様
について詳細に説明する。なお、図面の説明において同一の要素には同一の符号を付し、
重複する説明を省略する。また、図面には、ＸＹＺ直交座標系が示されている。
【００２２】
　図１は、本発明の第１実施形態に係る光結合構造１Ａを示す斜視図である。光結合構造
１Ａは、レセプタクルコネクタ１０Ａと、プラグコネクタ２０とを備える。レセプタクル
コネクタ１０Ａは、後述する第一光ファイバの端部を保持し、第二光ファイバの端部を保
持するプラグコネクタ２０と接続されることにより、第一光ファイバと第二光ファイバと
を光学的に結合する。レセプタクルコネクタ１０Ａは、略直方体状のレセプタクルハウジ
ング１１を備える。レセプタクルハウジング１１は、プラグコネクタ２０を収容するキャ
ビティ１８（第二キャビティ）を有する。キャビティ１８は、プラグコネクタ２０の挿入
方向（Ｚ方向）に延びており、挿入方向に垂直なキャビティ１８の断面（ＸＹ断面）は略
長方形状である。また、プラグコネクタ２０は、略直方体状のプラグハウジング２１を有
する。プラグハウジング２１の一の外側面にはラッチレバー２１ａが設けられている。キ
ャビティ１８はラッチレバー２１ａの少なくとも一部を収容し、キャビティ１８の一の内
側面には、ラッチレバー２１ａと係合するラッチ係合部が設けられている。プラグコネク
タ２０がキャビティ１８に挿入された際、ラッチレバー２１ａとラッチ係合部とが互いに
係合することにより、プラグコネクタ２０の抜出が防がれる。
【００２３】
　図２及び図３は、挿入方向に沿った光結合構造１Ａの断面を示している。図２は、プラ
グコネクタ２０がレセプタクルコネクタ１０Ａに挿入される前の状態（以下、第一状態と
いう）を示し、図３は、プラグコネクタ２０がレセプタクルコネクタ１０Ａに挿入された
状態（以下、第二状態という）を示す。
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【００２４】
　図２及び図３に示されるように、レセプタクルコネクタ１０Ａは、上述したレセプタク
ルハウジング１１に加えて、レセプタクルフェルール１３、スペーサ１４、ピンキーパ１
５、２本の棒状のガイドピン１６、及び支持部材１９を更に備える。また、レセプタクル
ハウジング１１は、上述したキャビティ１８に加えて、レセプタクルフェルール１３を収
容するキャビティ１７（第一キャビティ）を有する。また、プラグコネクタ２０は、上述
したプラグハウジング２１に加えて、プラグハウジング２１に収容されたプラグフェルー
ル２３を更に備える。
【００２５】
　レセプタクルフェルール１３及びプラグフェルール２３は、互いに同一の構成を有する
。ここで、図４は、レセプタクルフェルール１３及びプラグフェルール２３として好適に
用いられるフェルール３０を示す斜視図である。また、図５は、図４のＶ－Ｖ線に沿った
断面図である。図４及び図５に示されるように、フェルール３０は、フェルール本体部３
１と、グリンレンズアレイ３４とを有する。レセプタクルフェルール１３においては、フ
ェルール本体部３１は、光ファイバＦ２の端部を保持する保持部である保持孔３３を有す
る。グリンレンズアレイ３４は、光ファイバＦ２の端部と光学的に結合され、当該光ファ
イバＦ２から出射される光ビームを拡大して出射するレセプタクルインターフェース部１
３ｂを有する。従って、レセプタクルフェルール１３としてのフェルール３０は、前端３
０ａにレセプタクルインターフェース部１３ｂを有し、拡大された光ビームは前端３０ａ
から出射される。また、プラグフェルール２３においても、フェルール本体部３１が保持
部を有し、グリンレンズアレイ３４がプラグインターフェース部２３ｂを有する。
【００２６】
　フェルール本体部３１は、いわゆるＭＴフェルールであって、略直方体状の外形を有す
る。具体的には、フェルール本体部３１は、前端面３１ａ、後端面３１ｂ、及び側面３１
ｃを有する。前端面３１ａ及び後端面３１ｂは、それぞれＸＹ平面に沿って延びており、
Ｚ方向に互いに対向する。側面３１ｃは、ＺＸ平面に沿って延びており、前端３１ａと後
端３１ｂとを繋ぐ。
【００２７】
　フェルール本体部３１は、光ケーブルＦ１を構成する複数の光ファイバＦ２の端部を保
持する。なお、レセプタクルフェルール１３においては、光ファイバＦ２は第一光ファイ
バに相当し、プラグフェルール２３においては、光ファイバＦ２は第二光ファイバに相当
する。フェルール本体部３１の後端面３１ｂには、光ケーブルＦ１を導入するための導入
部３２（図５を参照）が開口している。導入部３２は、複数の光ファイバＦ２が一体化さ
れて成る光ケーブルＦ１を保持する。導入部３２は、前端面３１ａに向けて貫通しており
、貫通途中に、側面３１ｃに開口する窓３２ａを有する。また、導入部３２は、窓３２ａ
より前方において、光ファイバＦ２を個別に保持するように設けられた複数の保持孔３３
を含む。保持孔３３は、窓３２ａ側の大径部３３ａと、前端面３１ａ側の小径部３３ｂと
を含む。大径部３３ａは、複数の光ファイバＦ２を一体化するための被覆樹脂Ｆ１ａが除
去された光ファイバＦ２の部分のうち、樹脂被覆部分Ｆ２ａを保持する。また、小径部３
３ｂは、その樹脂被覆も除去された光ファイバＦ２の裸ファイバ部分Ｆ２ｂを保持する。
小径部３３ｂの内径は、大径部３３ａの内径よりも小さい。図５に示されるように、裸フ
ァイバ部分Ｆ２ｂの先端は、前端面３１ａにおいて露出している。
【００２８】
　光ケーブルＦ１、及び光ケーブルＦ１を構成する複数の光ファイバＦ２は、導入部３２
に保持されるようにフェルール本体部３１の後方から挿入され、窓３２ａから導入された
接着剤が硬化することによって固定される。前端面３１ａは研磨処理され、前端面３１ａ
において露出する光ファイバＦ２の先端面は平坦となる。光ファイバＦ２としては、シン
グルモード光ファイバ、及びマルチモード光ファイバの何れであってもよく、或いは他の
種類の光ファイバであってもよい。
【００２９】
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　グリンレンズアレイ３４は、フェルール本体部３１の前端面３１ａに接着により固定さ
れている。グリンレンズアレイ３４は、レセプタクルインターフェース部１３ｂ（または
プラグインターフェース部２３ｂ）を有する前面３４ａと、フェルール本体部３１の前端
面３１ａに対向する背面３４ｂとを有する。レセプタクルフェルール１３の端面（前端３
０ａ）にレセプタクルインターフェース部１３ｂが配置され、プラグフェルール２３の端
面（前端３０ａ）にプラグインターフェース部２３ｂが配置される。レセプタクルインタ
ーフェース部１３ｂと、プラグインターフェース部２３ｂとは、互いに対向し、光学的に
結合する前の第一状態（図２参照）と、光学的に結合した後の第二状態（図３参照）とを
定義する。
【００３０】
　また、グリンレンズアレイ３４は、複数の光ファイバＦ２それぞれと光学的に結合され
る複数のグリンレンズ（光学素子）３５を有する。複数のグリンレンズ３５は、ＸＹ面内
においてアレイ状に配置されており、背面３４ｂから前面３４ａにわたって貫通する複数
のレンズ保持孔３４ｃ（図５を参照）にそれぞれ接着固定されている。複数のグリンレン
ズ３５は、それぞれ対応する光ファイバＦ２の端部と光学的に結合され、光ファイバＦ２
から出射される光ビームを拡大し、レセプタクルインターフェース部１３ｂ（またはプラ
グインターフェース部２３ｂ）から出射する。また、プラグインターフェース部２３ｂ（
またはレセプタクルインターフェース部１３ｂ）から出射された拡大ビームは、レセプタ
クルインターフェース部１３ｂ（またはプラグインターフェース部２３ｂ）において受光
され、グリンレンズ３５で集光されて光ファイバＦ２へ結合する。複数のグリンレンズ３
５は、例えば、中心から外周に向けて徐々に屈折率が低下するように構成されたグレーデ
ッドインデックスファイバである。
【００３１】
　グリンレンズアレイ３４の前面３４ａ及び背面３４ｂは、研磨処理によって平滑化され
ている。背面３４ｂは、各光ファイバＦ２と各グリンレンズ３５とが互いに光結合した状
態で、フェルール本体部３１の前端面３１ａに接着固定されている。
【００３２】
　また、図４に示されるように、フェルール３０は、２つのガイドピン孔３６を更に有す
る。これらのガイドピン孔３６は、Ｚ方向に延びており、複数の光ファイバＦ２を挟むよ
うにＸ方向に並んで形成されている。ガイドピン孔３６は、フェルール本体部３１に形成
されたガイドピン孔と、グリンレンズアレイ３４に形成されたガイドピン孔とがＺ方向に
連通されて成る。なお、レセプタクルフェルール１３においては、ガイドピン孔３６は第
一ガイドピン孔に相当し、プラグフェルール２３においては、ガイドピン孔３６は第二ガ
イドピン孔に相当する。
【００３３】
　レセプタクルフェルール１３のガイドピン孔３６には、図２及び図３に示されるガイド
ピン１６の一部（前部）が挿通され、プラグフェルール２３のガイドピン孔３６には、ガ
イドピン１６の他の一部（後部）が挿通される。これにより、レセプタクルフェルール１
３とプラグフェルール２３との位置決めを行うことができる。但し、光ファイバＦ２がシ
ングルモード光ファイバである場合、ガイドピン１６の外径と、ガイドピン孔３６の内径
との差は、マルチモード光ファイバの接続に用いられる差であってもよい。
【００３４】
　再び図２及び図３を参照する。前述したように、レセプタクルハウジング１１は、キャ
ビティ１７（第一キャビティ）及びキャビティ１８（第二キャビティ）を有する。キャビ
ティ１７及び１８は、プラグコネクタ２０の挿入方向であるＺ方向に連通している。キャ
ビティ１７にはレセプタクルフェルール１３が収容され、キャビティ１８にはプラグコネ
クタ２０が収容される。そして、Ｚ方向から見たキャビティ１７及び１８の大きさは互い
に異なる。すなわち、プラグコネクタ２０の挿入方向に垂直な断面（ＸＹ断面）における
キャビティ１７の開口面積は、該挿入方向に垂直な断面（ＸＹ断面）におけるキャビティ
１８の開口面積よりも小さい。特に本実施形態では、Ｘ方向におけるキャビティ１８の内
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寸が、ラッチレバー２１ａが収容される為に必要な空間の分だけ、同方向におけるキャビ
ティ１７の内寸よりも大きくなっている。
【００３５】
　ピンキーパ１５及び支持部材１９は、キャビティ１７の内部に設けられている。ピンキ
ーパ１５は、支持部材１９に支持されるとともに、ガイドピン１６の一端部を保持するこ
とにより、レセプタクルフェルール１３を支持する。支持部材１９は、レセプタクルハウ
ジング１１に固定されている。支持部材１９は、Ｚ方向においてプラグコネクタ２０との
間にレセプタクルフェルール１３を挟む位置に配置され、ピンキーパ１５を介してレセプ
タクルフェルール１３を支持するとともに、プラグコネクタ２０とは反対側へのレセプタ
クルフェルール１３の移動を規制する。このような構成によって、ガイドピン１６が挿通
されたレセプタクルフェルール１３のキャビティ１７内部での位置決めがなされる。
【００３６】
　スペーサ１４は、レセプタクルフェルール１３の前端３０ａと、プラグフェルール２３
の前端３０ａとの間に設けられ、レセプタクルインターフェース部１３ｂとプラグインタ
ーフェース部２３ｂとを互いに離間させる。ここで、図６は、スペーサ１４付近を拡大し
て示す断面図である。図６（ａ）は第一状態を示し、図６（ｂ）は第二状態を示す。プラ
グコネクタ２０が挿入される前の第一状態（図６（ａ）を参照）において、スペーサ１４
はレセプタクルハウジング１１内に収容されている。スペーサ１４は、板状を呈しており
、Ｚ方向に対向する第一面１４ａ及び第二面１４ｂを有する。第一面１４ａはレセプタク
ルフェルール１３の前端３０ａと対向し、第二面１４ｂはプラグフェルール２３の前端３
０ａと対向する。また、スペーサ１４は、ＸＹ面内における中央部分に、光ビームを通過
させるための開口１４ｃを有する。開口１４ｃは、第一面１４ａから第二面１４ｂまで貫
通し、レセプタクルインターフェース部１３ｂとプラグインターフェース部２３ｂとを対
向させている。
【００３７】
　また、スペーサ１４は、２つのガイドピン１６を挿通するための２つのガイドピン孔１
４ｄを更に有する。これらのガイドピン孔１４ｄは、開口１４ｃを間に挟むようにＸ方向
に並んで形成されている。第一状態では、ガイドピン孔１４ｄはレセプタクルフェルール
１３のガイドピン孔３６と連通しており、ガイドピン１６がこれらのガイドピン孔１４ｄ
，３６に挿通された状態で保持される。また、ガイドピン孔１４ｄのうち第一面１４ａ側
の一部の内径は、第二面１４ｂ側の他部の内径よりも大きくなっており、該一部には、Ｚ
方向に伸縮する弾性部材５１が挿入されている。弾性部材５１は、例えばコイルばねであ
り、ガイドピン１６を内側に収容するように配置されている。弾性部材５１の一端はスペ
ーサ１４に接し、弾性部材５１の他端はレセプタクルフェルール１３に接する。
【００３８】
　また、スペーサ１４の外周面１４ｅは、キャビティ１８に向けて徐々に狭くなるテーパ
形状を有する。そして、レセプタクルハウジング１１のキャビティ１７の内壁には、スペ
ーサ１４の外周面１４ｅと当接する面１７ａが形成されている。従って、図６（ａ）に示
される第一状態では、弾性部材５１がスペーサ１４をキャビティ１８に向けて付勢すると
ともに、面１７ａが外周面１４ｅと当接することにより、レセプタクルインターフェース
部１３ｂがキャビティ１７内に位置することとなる。このとき、スペーサ１４の第一面１
４ａとレセプタクルインターフェース部１３ｂとは互いに離間している。そして、図６（
ｂ）に示される第二状態では、スペーサ１４がプラグフェルール２３に押されることによ
って、第一状態と比較して、Ｚ方向におけるレセプタクルインターフェース部１３ｂに対
するスペーサ１４の相対位置が、該レセプタクルインターフェース部１３ｂ側に移動する
。このとき、スペーサ１４の外周面１４ｅと面１７ａとは互いに離間する。なお、この状
態においても、レセプタクルインターフェース部１３ｂはキャビティ１７内に位置する。
【００３９】
　再び図２及び図３を参照する。プラグコネクタ２０は、前述したプラグハウジング２１
及びプラグフェルール２３に加えて、弾性部材２４と支持部材２９とを更に有する。支持
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部材２９は、プラグハウジング２１の内部後端に固定されている。支持部材２９は、プラ
グハウジング２１のラッチレバー２１ａが広がりすぎないように規制するためのラッチ規
制部２９ａを有する。
【００４０】
　弾性部材２４は、例えばＺ方向に伸縮するコイルばねであり、プラグハウジング２１の
内部においてプラグフェルール２３と支持部材２９との間に配置されている。弾性部材２
４は、プラグフェルール２３を前方（レセプタクルフェルール１３に向けた方向）に付勢
する。この弾性部材２４の弾性力は、スペーサ１４に設けられた弾性部材５１（図４参照
）の弾性力よりも大きいことが好ましい。また、プラグハウジング２１の内面には、部分
２１ｂが設けられている。部分２１ｂは、プラグフェルール２３のフェルール本体部３１
の側面に形成された突起に当接する。これにより、プラグフェルール２３が弾性部材２４
に付勢されつつ、プラグハウジング２１内に保持される。また、このとき、プラグインタ
ーフェース部２３ｂは、プラグハウジング２１の前端から突出している。
【００４１】
　図２に示されるプラグコネクタ２０が、レセプタクルハウジング１１のキャビティ１８
に挿入されると、ガイドピン１６がプラグフェルール２３のガイドピン孔３６に挿入され
る。これにより、レセプタクルフェルール１３とプラグフェルール２３とのＸＹ面内にお
ける位置決めがなされる。
【００４２】
　プラグフェルール２３にガイドピン１６が挿入された状態で更にプラグフェルール２３
を挿入すると、図３に示されるように、プラグインターフェース部２３ｂがスペーサ１４
の第二面１４ｂに当接する。そして更にプラグフェルール２３を挿入すると、弾性部材５
１が収縮し、Ｚ方向における第二面１４ｂの位置がレセプタクルフェルール１３側へ移動
する。そして、スペーサ１４の第一面１４ａがレセプタクルインターフェース部１３ｂに
当接する。この状態でラッチレバー２１ａがラッチ係合部と係合し、レセプタクルコネク
タ１０Ａとプラグコネクタ２０とが互いに接続される。このとき、レセプタクルフェルー
ル１３及びスペーサ１４とレセプタクルハウジング１１との間、並びに、プラグフェルー
ル２３とプラグハウジング２１との間に隙間が生じるので、レセプタクルフェルール１３
及びプラグフェルール２３はフローティング状態となり、これらの結合部分に外力が伝わ
りにくい構成となる。
【００４３】
　また、このとき、プラグインターフェース部２３ｂはプラグハウジング２１の前端より
突出しているので、プラグインターフェース部２３ｂがキャビティ１７内に進入し、レセ
プタクルインターフェース部１３ｂと光結合される。従って、プラグハウジング２１の先
端がキャビティ１８内に位置し、レセプタクルインターフェース部１３ｂがキャビティ１
７内に位置することとなる。
【００４４】
　以上に説明した、本実施形態に係る光結合構造１Ａ及びレセプタクルコネクタ１０Ａに
よって得られる効果について説明する。レセプタクルコネクタ１０Ａでは、レセプタクル
インターフェース部１３ｂが、開口面積が広いキャビティ１８ではなく、開口面積が狭く
且つキャビティ１８よりもレセプタクルハウジング１１の奥に位置し、塵や埃が侵入しに
くいキャビティ１７に位置する。したがって、レセプタクルインターフェース部１３ｂと
プラグインターフェース部２３ｂとの光結合部分への塵や埃の付着を低減し、光結合効率
の低下を抑制することができる。
【００４５】
　また、本実施形態のように、第一状態においても、レセプタクルインターフェース部１
３ｂがキャビティ１７内に位置してもよい。これにより、レセプタクルインターフェース
部１３ｂとプラグインターフェース部２３ｂとの光結合前においても、レセプタクルイン
ターフェース部１３ｂへの塵や埃の付着を低減することができる。
【００４６】
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　また、本実施形態のように、レセプタクルハウジング１１が、レセプタクルインターフ
ェース部１３ｂとプラグインターフェース部２３ｂとの間にスペーサ１４を備え、第二状
態では、第一状態と比較して、Ｚ方向におけるレセプタクルインターフェース部１３ｂに
対するスペーサ１４の相対位置がレセプタクルインターフェース部１３ｂ側に移動しても
よい。これにより、レセプタクルフェルール１３及びプラグフェルール２３のフローティ
ング状態を好適に実現できる。また、スペーサ１４を板状の部材によって構成することが
でき、スペーサ１４の構造が簡略化される。更には、第一状態及び第二状態のいずれにお
いても、レセプタクルインターフェース部１３ｂとプラグインターフェース部２３ｂとの
光結合部分を、レセプタクルハウジング１１の奥に容易に配置できる。
【００４７】
　また、本実施形態のように、スペーサ１４がキャビティ１８に向けて付勢されており、
レセプタクルハウジング１１の内壁は、スペーサ１４と当接することによりレセプタクル
インターフェース部１３ｂをキャビティ１７内に保持する部分（面１７ａ）を有してもよ
い。これにより、レセプタクルインターフェース部１３ｂとプラグインターフェース部２
３ｂとの光結合部分を、開口面積が狭く奥深いキャビティ１７内に容易に配置することが
できる。更に、スペーサ１４と当接するレセプタクルハウジング１１の上記部分（面１７
ａ）によってキャビティ１７の開口面積が更に狭くなり、塵や埃の侵入をより効果的に低
減することができる。なお、スペーサ１４をキャビティ１８に向けて付勢する弾性部材５
１の弾性力は、プラグコネクタ２０に設けられた弾性部材２４の弾性力より小さいことが
好ましい。これにより、確実にスペーサ１４を後退させてレセプタクルフェルール１３及
びプラグフェルール２３をフローティング状態とすることができる。
【００４８】
　また、本実施形態のように、キャビティ１８がラッチレバー２１ａの少なくとも一部を
収容してもよい。これにより、ラッチレバー２１ａによってキャビティ１８とプラグコネ
クタ２０との隙間が狭くなり、塵や埃の侵入をより効果的に低減することができる。
【００４９】
　また、本実施形態のように、光ファイバＦ２がシングルモード光ファイバである場合に
、ガイドピン１６の外径とガイドピン孔３６の内径との差が、マルチモード光ファイバの
接続に用いられる差であってもよい。本実施形態のレセプタクルコネクタ１０Ａでは、グ
リンレンズ３５によって、レセプタクルインターフェース部１３ｂから出射される光ビー
ムの径、及びレセプタクルインターフェース部１３ｂに入射する光ビームの径が、光ファ
イバＦ２の先端面における径よりも大きく、このような大きい径にてレセプタクルインタ
ーフェース部１３ｂとプラグインターフェース部２３ｂとの間での光ビームの授受が行わ
れる。従って、レセプタクルインターフェース部１３ｂと、プラグインターフェース部２
３ｂとの相対位置精度が緩和されるので、上記のようにマルチモード光ファイバ用のガイ
ドピン１６を用いることができる。これにより、ガイドピン１６の公差を大きくして製造
コストを低減することができる。
【００５０】
　また、本実施形態のように、第二状態においてプラグハウジング２１の先端がキャビテ
ィ１８内に位置し、プラグインターフェース部２３ｂがキャビティ１７内に位置してもよ
い。これにより、プラグインターフェース部２３ｂがプラグハウジング２１の先端から突
出した構造となる。従って、プラグインターフェース部２３ｂの清掃が容易となる。また
、これにより、キャビティ１７の開口部がプラグフェルール２３によって更に狭くなるの
で、第二状態において、塵や埃の侵入をより効果的に低減できる。
【００５１】
　ここで、図７は、フェルール３０を製造する工程の一部を説明するための斜視図である
。フェルール本体部３１の前端面３１ａにグリンレンズアレイ３４を取り付ける際には、
フェルール本体部３１とグリンレンズアレイ３４との相対位置を治具ガイドピン６１によ
って固定する。そして、その状態を保ったまま、前端面３１ａと背面３４ｂとの間に介在
する接着剤を硬化させる。



(12) JP 6475974 B2 2019.2.27

10

20

30

40

50

【００５２】
　このとき、フェルール本体部３１とグリンレンズアレイ３４との相対位置関係の精度が
重要である。フェルール本体部３１とグリンレンズアレイ３４とが互いにずれると、光フ
ァイバＦ２の光軸とグリンレンズ３５の光軸とが互いにずれてしまう。その場合、光ファ
イバＦ２から出射された光ビームの光軸は、グリンレンズ３５によって曲げられ、接続方
向であるＺ方向に対して傾斜してしまう。
【００５３】
　本実施形態のように、レセプタクルフェルール１３とプラグフェルール２３との間で径
が拡大された光ビームの授受が行われる場合、接続方向であるＺ方向に平行に光ビームが
出射される場合には、前述したようにレセプタクルフェルール１３とプラグフェルール２
３との軸ズレに強い。しかしながら、Ｚ方向に対して傾斜して光ビームが出射されると、
軸ズレによる接続損失が大きくなってしまう。また、光ビームの光軸がＺ方向に対して傾
斜するように予め設定されているような場合であっても、光軸の傾斜角が所望の角度から
ずれると、接続損失が大きくなってしまう。
【００５４】
　そこで、フェルール本体部３１とグリンレンズアレイ３４との位置決め精度を高めるた
めに、治具ガイドピン６１として、シングルモード接続用のガイドピンを用いるとよい。
シングルモード接続用のガイドピンとは、ガイドピン孔３６の内径とガイドピンの外径の
差が１μｍ以下であるものをいう。また、ガイドピンの外径が軸方向において変化する場
合、ここでいうガイドピンの外径とは、軸方向における外径の平均値をいう。これにより
、フェルール本体部３１とグリンレンズアレイ３４との位置ずれが１μｍ以下となり、軸
ズレによる接続損失を効果的に低減できる。
【００５５】
　なお、フェルール本体部３１とグリンレンズアレイ３４とを接続した後には、この治具
ガイドピン６１は取り外される。従って、精度の高いシングルモード接続用のガイドピン
は高価であるけれども、繰り返し使用可能となり、製造コストを低減できる。
【００５６】
　（第１変形例）
図８は、上記実施形態の第１変形例に係る光結合構造１Ｂを示す断面図である。なお、図
８は、結合後の第二状態を示している。本変形例と上記実施形態との相違点は、レセプタ
クルフェルール１３をフローティングさせるためのレセプタクルコネクタ１０Ｂの構造で
ある。
【００５７】
　図８に示されるように、本変形例のレセプタクルコネクタ１０Ｂは、上述したレセプタ
クルコネクタ１０Ａの構造に加えて、弾性部材５２を更に有する。弾性部材５２は、キャ
ビティ１７の内部において、支持部材１９とピンキーパ１５との間に設けられている。弾
性部材５２は、本変形例における第一弾性部材の例であって、レセプタクルインターフェ
ース部１３ｂをキャビティ１８に向けて付勢する。そして、第二状態では、プラグフェル
ール２３がスペーサ１４及びレセプタクルフェルール１３を押し込むことにより、弾性部
材５２が第一状態よりも縮む。これにより、Ｚ方向におけるレセプタクルインターフェー
ス部１３ｂの位置が、プラグコネクタ２０とは逆側に移動する。
【００５８】
　弾性部材５２の弾性力は、スペーサ１４に設けられた弾性部材５１の弾性力より大きく
、プラグコネクタ２０に設けられた弾性部材２４の弾性力とほぼ同等または大きくなるよ
うに設定されている。これにより、第二状態において弾性部材５１を確実に収縮させるこ
とができる。また、第二状態において光ケーブルＦ１に引っ張り力が加わったとしても、
弾性部材５２が伸縮できるので、レセプタクルフェルール１３とプラグフェルール２３と
の光結合状態を維持できる。従って、光ケーブルＦ１への引っ張り力に対する光結合構造
１Ｂの信頼性を更に高めることができる。
【００５９】
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　また、本変形例によれば、レセプタクルフェルール１３及びプラグフェルール２３はフ
ローティング状態となり、これらの結合部分に外力が伝わりにくい構成となる。また、レ
セプタクルインターフェース部１３ｂとプラグインターフェース部２３ｂとの光結合部分
を、レセプタクルハウジング１１の奥に容易に配置することができる。
【００６０】
　なお、本変形例では、レセプタクルコネクタ１０Ｂ及びプラグコネクタ２０の双方にお
いて、支持部材１９，２９とフェルール１３，２３との間に弾性部材５２，２４が配置さ
れているので、Ｚ方向の引っ張り力に対する十分な耐性が実現される。しかしながら、所
望の耐性が低い場合には、弾性部材５２，２４のいずれか一方のみが配置されても良い。
例えば、変形例において、プラグコネクタ２０の弾性部材２４を省くことも可能である。
【００６１】
　（第２変形例）
図９は、上記実施形態の第２変形例に係る光結合構造１Ｃを示す断面図である。なお、図
９は、結合後の第二状態を示している。本変形例と上記実施形態との相違点は、レセプタ
クルフェルール１３をフローティングさせるためのレセプタクルコネクタ１０Ｂの構造で
ある。
【００６２】
　図９に示されるように、本変形例のレセプタクルコネクタ１０Ｃは、上述したレセプタ
クルコネクタ１０Ａの支持部材１９に代えて、弾性部材５３を備えている。弾性部材５３
は、キャビティ１７の内部においてレセプタクルハウジング１１に固定され、Ｚ方向にお
いてプラグコネクタ２０との間にレセプタクルフェルール１３を挟む位置に配置されてい
る。そして、弾性部材５３は、ピンキーパ１５を介してレセプタクルフェルール１３を弾
性的に支持している。なお、弾性部材５３は、本変形例における第二弾性部材の例である
。第二状態では、プラグフェルール２３がスペーサ１４及びレセプタクルフェルール１３
を押し込むことにより、弾性部材５３が第一状態よりも縮む。これにより、Ｚ方向におけ
るレセプタクルインターフェース部１３ｂの位置が、プラグコネクタ２０とは逆側に移動
する。
【００６３】
　図１０は、弾性部材５３を拡大して示す斜視図である。この弾性部材５３には、少なく
とも一部において弾性変形しやすい構造が導入されている。具体的には、弾性部材５３は
、略直方体状の外形を有しており、ピンキーパ１５と対向する面５３ａに、ピンキーパ１
５が当接するための突起部５３ｂが設けられている。従って、レセプタクルフェルール１
３に加わるＺ方向の力は、弾性部材５３の特定箇所（突起部５３ｂ）に集中することとな
る。また、突起部５３ｂの裏側には空間部５３ｃが設けられており、突起部５３ｂを含む
弾性部材５３の部分をＺ方向に移動可能としている。なお、弾性部材５３は爪部５３ｄを
更に有しており、爪部５３ｄがレセプタクルハウジング１１に係合することによって、弾
性部材５３がレセプタクルハウジング１１に固定される。
【００６４】
　弾性部材５３の弾性力は、スペーサ１４に設けられた弾性部材５１の弾性力より大きく
、プラグコネクタ２０に設けられた弾性部材２４の弾性力とほぼ同等または大きくなるよ
うに設定されている。これにより、第二状態において弾性部材５１を確実に収縮させるこ
とができる。また、第二状態において光ケーブルＦ１に引っ張り力が加わったとしても、
弾性部材５３が伸縮できるので、レセプタクルインターフェース部１３ｂとプラグインタ
ーフェース部２３ｂとの光結合状態を維持できる。従って、光ケーブルＦ１への引っ張り
力に対する光結合構造１Ｃの信頼性を更に高めることができる。
【００６５】
　また、本変形例のレセプタクルコネクタ１０Ｃは、上記実施形態の支持部材１９に弾性
を与えて第１変形例の弾性部材５２を省いたものである。従って、部品点数を抑えつつ第
１変形例と同様の効果を得ることができるので、低コスト化が可能となり、また、レセプ
タクルコネクタ１０ＣのＺ方向の長さを短くできる。
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【００６６】
　（第３変形例）
図１１は、上記実施形態の第３変形例に係る光結合構造１Ｄを示す断面図である。なお、
図１１は、結合後の第二状態を示している。本変形例と上記第１変形例との相違点は、レ
セプタクルフェルール１３をレセプタクルハウジング１１内部において位置決めするため
の構成、より詳しくは、Ｚ方向に位置決めするための構成である。
【００６７】
　本変形例では、レセプタクルフェルール１３とプラグフェルール２３との間にスペーサ
が設けられておらず、第二状態において、レセプタクルフェルール１３の前端３０ａとプ
ラグフェルール２３の前端３０ａとは互いに当接する。すなわち、レセプタクルインター
フェース部１３ｂ及びプラグインターフェース部２３ｂは、グリンレンズアレイ３４の前
面３４ａに対して凹んでいる。そして、このようなグリンレンズアレイ３４の前面３４ａ
同士が互いに当接することにより、レセプタクルインターフェース部１３ｂとプラグイン
ターフェース部２３ｂが間隔をあけて互いに対向する。
【００６８】
　また、レセプタクルハウジング１１のキャビティ１７には、第一状態においてレセプタ
クルフェルール１３の部分１３ａに当接する面１７ｂが設けられている。この面１７ｂは
、弾性部材５２によって付勢されたレセプタクルフェルール１３の移動を規制し、Ｚ方向
におけるレセプタクルフェルール１３の位置決めを行う。これにより、レセプタクルイン
ターフェース部１３ｂが、キャビティ１７内に保持される。そして、第二状態では、レセ
プタクルフェルール１３がプラグフェルール２３に押し込まれることによって弾性部材５
２が僅かに押し戻され、面１７ｂと部分１３ａとが間隔をあけた状態で保持される。なお
、この状態においても、レセプタクルインターフェース部１３ｂはキャビティ１７内に位
置する。
【００６９】
　本変形例のように、レセプタクルハウジング１１は、レセプタクルフェルール１３の部
分１３ａと当接することによりレセプタクルフェルール１３の光結合面３４ａをキャビテ
ィ１７内に保持する部分（面１７ｂ）を有してもよい。これにより、上記実施形態と同様
に、レセプタクルインターフェース部１３ｂとプラグインターフェース部２３ｂとの光結
合部分への塵や埃の付着を低減し、光結合効率の低下を抑制することができる。なお、図
１１にはフェルール本体部３１に部分１３ａが設けられている例が示されているが、部分
１３ａはグリンレンズアレイ３４に設けられてもよい。
【００７０】
　図１２は、本変形例のレセプタクルフェルール１３を更に変形した例を示す斜視図であ
る。図１２に示されるレセプタクルフェルール１３Ａは、図１１に示されたフェルール本
体部３１にレセプタクルインターフェース部１３ｂが一体に構成されている。このような
構成では、レセプタクルフェルール１３Ａを通信波長に対して透明な樹脂材料（例えばポ
リエーテルイミド）によって形成することにより、光ファイバＦ２の端部を保持する保持
部と、光学素子と、レセプタクルインターフェース部１３ｂとを容易に形成できる。レセ
プタクルフェルール１３Ａのレンズ（光学素子）３７は、例えば樹脂製の凸レンズである
。また、レンズ３７は前面３４ａから凹んだ位置に形成された凹部内のレセプタクルイン
ターフェース部１３ｂに形成され、該凹部は、レンズ３７の高さよりも深い。これにより
、レセプタクルフェルール１３Ａの前端がスペーサとして機能する。更に、ガイドピン３
８もまた、レセプタクルフェルール１３Ａと一体に構成されてもよい。この場合、図８に
示されたピンキーパ１５を不要にできる。
【符号の説明】
【００７１】
　１Ａ～１Ｄ…光結合構造、１０Ａ～１０Ｃ…レセプタクルコネクタ、１１…レセプタク
ルハウジング、１３…レセプタクルフェルール、１３ｂ…レセプタクルインターフェース
部、１４…スペーサ、１５…ピンキーパ、１６…ガイドピン、１７…第一キャビティ、１



(15) JP 6475974 B2 2019.2.27

８…第二キャビティ、１９，２９…支持部材、２０…プラグコネクタ、２１…プラグハウ
ジング、２３…プラグフェルール、２３ｂ…プラグインターフェース部、２４…弾性部材
、２９…支持部材、３０…フェルール、３１…フェルール本体部、３２…導入部、３３…
保持孔、３４…グリンレンズアレイ、３４ａ…前面、３５…グリンレンズ、３６…ガイド
ピン孔、５１～５３…弾性部材、６１…治具ガイドピン、Ｆ１…光ケーブル、Ｆ２…光フ
ァイバ。
 

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(18) JP 6475974 B2 2019.2.27

【図１１】 【図１２】
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