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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　相手側光コネクタ装置と接続する光コネクタ装置において、
　光コネクタ装置は、光コネクタを収容保持する第１ハウジングと、該第１ハウジングを
浮動自在に保持する第２ハウジングと、該第２ハウジングを取付対象物に取り付け固定す
る固定部材とを有し、
　前記第１ハウジングは被係止部を有し、
　前記第２ハウジングは係止部を有し、
　前記被係止部と前記係止部とは着脱自在に係合し、かつ前記第１ハウジングを前記第２
ハウジングに対して浮動するように係合させ、前記相手側光コネクタ装置との接続方向と
直交する方向に前記被係止部と前記係止部とを係合させ、
　前記被係止部は、突起収容部と、係止収容部とを有し、
　前記係止部は、突起と、係止突部とを有し、
　前記突起収容部は、前記突起と係合し、前記係止収容部は、前記係止突部と係合するこ
とを特徴とする光コネクタ装置。
【請求項２】
　請求項１記載の光コネクタ装置と接続する相手側光コネクタ装置において、
　前記相手側光コネクタ装置は、相手側光コネクタを収容保持する相手側第２ハウジング
と、該相手側第２ハウジングを着脱自在に保持する相手側第１ハウジングとを有し、
　前記相手側第１ハウジングは、相手側取付対象物に取り付けられることを特徴とする相
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手側光コネクタ装置。
【請求項３】
　前記相手側第２ハウジングは、前記相手側第１ハウジングに対し、浮動するように係合
保持されることを特徴とする請求項２記載の相手側光コネクタ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光コネクタ同士において、光コネクタ装置及び光コネクタ装置と接続する相
手光コネクタのうち、少なくとも一方に浮動構造を設けて浮動接続させる光コネクタ装置
及び相手側光コネクタ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　関連技術１としては、プリントボードに取り付けられるプリントボードハウジングを備
えているバックプレーンコネクタが知られている（例えば、特許文献１を参照）。
【０００３】
　プリントボードハウジングには、光コネクタプラグを取り付ける複数のプラグ穴が一列
に配列されている。プリントボードハウジングは、バックプレーンに向けた移動によって
、バックプレーンに取り付けたバックプレーンハウジングと嵌合する。
【０００４】
　プリントボードハウジングのプラグ穴に差し込まれて係合保持された複数の光コネクタ
プラグが、バックプレーンハウジングのプラグ穴に差し込まれて係合保持された複数の光
コネクタプラグに対して一括して接続されるようになっている。
【０００５】
　なお、バックプレーンコネクタでは、プリントボード側のプリントボードハウジングが
プリントボードにねじによって固定されるものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００２－１２２７５４号公報（公報の図２４を参照）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１のバックプレーンコネクタでは、光コネクタプラグをプリントボードハウジ
ングのプラグ穴に差し込む作業において、プリントボードハウジングのプラグ穴がプリン
トボードと近接しているため、プリントボードハウジングのプラグ穴に対して光コネクタ
の抜き差し作業が難しくなることから、治具によって光コネクタの抜き差しを行なう必要
があるという問題がある。
【０００８】
　それ故に、本発明の課題は、ハウジングに収容保持される光コネクタをハウジングに容
易に取り付け、取り外しができる光コネクタ装置及び相手側光コネクタ装置を提供するこ
とにある。
【０００９】
　また、本発明の他の課題は、ハウジングを取付対象物に取り付け、取り外しする際の作
業性を向上することができる光コネクタ装置及び相手側光コネクタ装置を提供することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の実施の態様によれば、相手側光コネクタ装置と接続する光コネクタ装置におい
て、光コネクタ装置は、光コネクタを収容保持する第１ハウジングと、該第１ハウジング
を浮動自在に保持する第２ハウジングと、該第２ハウジングを取付対象物に取り付け固定
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する固定部材とを有し、前記第１ハウジングは被係止部を有し、
　前記第２ハウジングは係止部を有し、前記被係止部と前記係止部とは着脱自在に係合し
、かつ前記第１ハウジングを前記第２ハウジングに対して浮動するように係合させ、前記
相手側光コネクタ装置との接続方向と直交する方向に前記被係止部と前記係止部とを係合
させることを特徴とする光コネクタ装置が得られる。
【００１１】
　また、本発明の実施の態様では、前記被係止部は突起収容部と係止収容部とを有し、前
記係止部は突起と係止突部とを有し、前記突起収容部は前記突起と係合し、前記係止収容
部は前記係止突部と係合するようにしてもよい。
【００１２】
　また、本発明の実施の態様では、前記相手側光コネクタ装置は前記相手側光コネクタを
収容保持する相手側第２ハウジングと、該相手側第２ハウジングを着脱自在に保持する相
手側第１ハウジングとを有し、前記相手側第１ハウジングは相手側取付対象物に取り付け
られるようにしてもよい。
【００１３】
　さらに、本発明の実施の態様では、前記相手側第２ハウジングは前記相手側第１ハウジ
ングに対し、浮動するように係合保持されるようにしてもよい。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の実施の態様に係る光コネクタ装置及び相手側光コネクタ装置によれば、少なく
とも取付対象物側の光コネクタ装置に浮動構造をもたせることができ、さらに取付対象物
に対して光コネクタ装置のハウジングを取り付け、取り外せる構成としたことにより、治
具を必要とせずに容易に光コネクタの着脱作業を行なえるという利点がある。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一実施形態に係る光コネクタ装置と相手側光コネクタ装置とを接続した
状態を示しており、光コネクタ装置を接続対象物に取り取り付けた状態と相手側光コネク
タ装置を相手側接続対象物に取り付けた状態とを示す斜視図である。
【図２】図１に示した相手側光コネクタ装置から光コネクタ装置を取り外した状態を示す
斜視図である。
【図３】図１に示した光コネクタ装置を接続対象物から取り外した状態で、光コネクタ装
置を分解した状態を示す斜視図である。
【図４】（Ａ）は図２に示した光コネクタを拡大して示した斜視図、（Ｂ）は（Ａ）に示
した光コネクタを反対側から見た斜視図である。
【図５】図１にパッケージボードに光コネクタ装置を取り付けた状態の正面図である。
【図６】図１に示した接続対象物に取り付けた状態の光コネクタ装置の一部を示す側面図
である。
【図７】図６に示し光コネクタ装置の第１ハウジングを第２ハウジングから取り外すため
の初期操作を示す側面図である。
【図８】図７示した光コネクタ装置の第１ハウジングを第２ハウジングから取り外した状
態を示す側面図である。
【図９】図１に示した相手側光コネクタ装置を分解した状態を示す斜視図である。
【図１０】（Ａ）は図２に示した相手側光コネクタを裏返して拡大して示した斜視図、（
Ｂ）は（Ａ）に示した相手側光コネクタを反対側から見た斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　図１は、本発明の一実施形態に係る光コネクタ装置と相手側光コネクタ装置とを接続し
た状態を示している。図２は、図１に示した相手側光コネクタ装置から光コネクタ装置を
取り外した状態を示している。
【００１７】
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　図１及び図２を参照して、光コネクタ装置１１は、取付対象物２０１の一面２０１ａに
取り付けられている。相手側光コネクタ装置８１は、相手側取付対象物３０１の一面３０
１ａに取り付けられている。
【００１８】
　なお、好適な実施例としての取付対象物２０１及び相手側取付対象物３０１は、いずれ
もプリント配線基板である。なお、以下の説明においては、取付対象物２０１をパッケー
ジボードと呼び、相手側取付対象物３０１をバックボードと呼ぶことにする。
【００１９】
　パッケージボード２０１とバックボード３０１とは、これらの板面が互いに直交する向
きに配置される。パッケージボード２０１に取り付けた光コネクタ装置１１は、バックボ
ード３０１に取り付けた相手側光コネクタ装置８１と嵌合させることにより接続する。
【００２０】
　なお、バックボード３０１は、図示しない筐体に固定されている。即ち、バックボード
３０１に取り付けた相手側光コネクタ装置８１は、レセプタクル側の光コネクタ装置であ
る。パッケージボード２０１に取り付けた光コネクタ装置１１は、プラグ側の光コネクタ
装置である。
【００２１】
　図３は、パッケージボード２０１から光コネクタ装置１１を取外し、さらに光コネクタ
装置１１を部品ごとに分解した状態を示している。
【００２２】
　光コネクタ装置１１は、図３にも示すように、複数個の光コネクタ６１と、光コネクタ
６１を収容保持する第１ハウジング３１と、第１ハウジング３１を浮動（フローティング
）自在に保持する第２ハウジング４１と、第２ハウジング４１をパッケージボード２０１
に取り付け固定する固定部材５１とを有する。
【００２３】
　パッケージボード２０１に取り付けられた光コネクタ装置１１は、第１の方向（接続方
向）Ａ１へ移動させることによって相手側光コネクタ装置８１と嵌合させる。
【００２４】
　ここで、以下、第１の方向Ａ１とは逆向きの方向を第２の方向Ａ２と呼び、第１及び第
２の方向Ａ１，Ａ２を含む共通の仮想平面で第１及び第２の方向Ａ１，Ａ２と直交する方
向のうちの一方向を第３の方向Ｂ１と呼び、第３の方向Ｂ１と逆向きの方向を第４の方向
Ｂ２と呼び、各図において矢印によって図示することにより説明する。
【００２５】
　さらに、以下の説明では、第１乃至第４の方向Ａ１，Ａ２，Ｂ１，Ｂ２と直交する方向
のうちの一方向を第５の方向Ｃ１と呼び、第５の方向Ｃ１と逆向きの方向を第６の方向Ｃ
２と呼び、各図において矢印によって図示することにより説明する。
【００２６】
　第１ハウジング３１は、樹脂材料によって作られている。第１ハウジング３１は、相手
側光コネクタ装置８１と嵌合させる嵌合部３２と、第５及び第６の方向Ｃ１，Ｃ２側の嵌
合部３２の両端部のそれぞれから第２の方向Ａ２へ延びて互いに対向している一対のブロ
ック部３３と、第５及び第６の方向Ｃ１，Ｃ２側の嵌合部３２の両端部のそれぞれから第
１の方向Ａ１側へ延びている薄板形状の一対の嵌合係止バネ部３４とを有する。
【００２７】
　一対のブロック部３３のそれぞれは、第２ハウジング４１と係止するように外面３３ａ
に形成されている溝状の突起収容部３５と、突起収容部３５から第２の方向Ａ２でブロッ
ク部３３の仕切り壁部３６を介して外面３３ａに形成されている溝状の係止収容部３７と
を有する。突起収容部３５及び係止収容部３７は、これらで被係止部を構成している。
【００２８】
　一対の嵌合係止バネ部３４のそれぞれは、嵌合部３２の第５及び第６の方向Ｃ１，Ｃ２
側の両端側の端面３２ａと対向しており、嵌合部３２の端面３２ａ側へ撓むようになって
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いる。
【００２９】
　一対の嵌合係止バネ部３４のそれぞれは、第２の方向Ａ２側の端部がブロック部３３と
接続されている。さらに嵌合係止バネ部３４は、第１の方向Ａ１側へ延びている端部が自
由端部３４ａとなっている。自由端部３４ａには、第３の方向Ｂ１及び第４の方向Ｂ２側
へ少し突出している一対の嵌合係止部３４ｂが形成されている。
【００３０】
　さらに、第１ハウジング３１は、嵌合部３２の第２方向Ａ２側の後部と一対のブロック
部３３とによって囲まれている部分が複数個の光コネクタ６１を収容する光コネクタ収容
部３８となっている。光コネクタ収容部３８には、パッケージボード２０１の一面２０１
ａに対して水平となるように複数個の光コネクタ６１が配列されて収容される。
【００３１】
　嵌合部３２の第２方向Ａ２側の前部には、光コネクタ６１の第１の方向Ａ１側の前部を
それぞれ収容するように区画されている複数の嵌合係止部３２ｂが形成されている（図２
を参照）。
【００３２】
　第２ハウジング４１は、樹脂材を成形加工することによって作られている。第２ハウジ
ング４１は、板状のベース部４２と、ベース部４２の一面４２ａから第４の方向Ｂ２へ延
びて形成されている柱状の一対の突起４３と、ベース部４２の一面４２ａから第４の方向
Ｂ２へ延びて形成されている片持ち梁状の一対の突起係止部４４と、ベース部４２の他面
から第３の方向Ｂ１へ延びている一対のボス部４５とを有する。
【００３３】
　一対の突起４３は、第５及び第６の方向Ｃ１，Ｃ２において互いに対向している。一対
の突起係止部４４は、第５及び第６の方向Ｃ１，Ｃ２において互いに対向している。また
、突起４３と突起係止部４４とは、第１及び第２の方向Ａ１，Ａ２において対向している
。なお、突起４３と突起係止部４４とは、これらで係止部を構成している。
【００３４】
　突起４３は柱状を呈しており、第１ハウジング３１の突起収容部３５に組み合わされる
部分である。突起４３と突起収容部３５とが組み合わされたときには、突起収容部３５の
底面３５ａと突起４３の第５及び第６の方向Ｃ１，Ｃ２で対向する側面４３ａとの間に隙
間Ｓ１（図３，図５を参照）を持つように突起４３と突起収容部３５との間の寸法が設定
されている。
【００３５】
　突起係止部４４は、ベース部４２の一面４２ａから延びている薄板状の係止バネ部４４
ａと、係止バネ部４４ａの先端部分に形成されている突部４４ｂとを有する。
【００３６】
　突部４４ｂは、第４の方向Ｂ２側の先端から第３の方向Ｂ１へ向かって、係止バネ部４
４ａから離れる方向へ傾斜している傾斜面４４ｃを有する。
【００３７】
　突起係止部４４は、第１ハウジング３１の係止収容部３７に組み合わされる部分である
。突起係止部４４と係止収容部３７とが組み合わされたときには、突起係止部４４の係止
バネ部４４ａと係止収容部３７の第５及び第６の方向Ｃ１，Ｃ２で対向する側面３７ａと
の間に隙間Ｓ２（図３、図５を参照）を持つように突起係止部４４と係止収容部３７との
間の寸法が設定されている。
【００３８】
　さらに、突起係止部４４と係止収容部３７とが組み合わされたときには、第３及び第４
の方向Ｂ１，Ｂ２において突起係止部４４の突部４４ｂの係止面４４ｄとブロック部３３
の当接面３３ｄとの間に隙間Ｓ３（図６を参照）をもつように突起係止部４４と係止収容
部３７との寸法が設定されている。
【００３９】
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　ベース部４２の中央部分には、固定部材５１を収容するようにベース部４２の板面の一
部を取り除いて開口された開口部４５が形成されている。開口部４５は、第５及び第６の
方向Ｃ１，Ｃ２で互いに対向する一対の縁辺４５ａにおいて互いに向き合っている一対の
係止片４５ｂを有する。
【００４０】
　一対の係止片４５ｂは、第５及び第６の方向Ｃ１，Ｃ２へ少し突き出している。また、
係止片４５ｂは、一対の縁辺４５ａの第１及び第２の方向Ａ１，Ａ２の中央部分に位置し
ている。
【００４１】
　さらに、開口部４５には、第１及び第２の方向Ａ１、Ａ２で互いに対向するように一対
の当接片４５ｃが形成されている。一対の当接片４５ｃは、第５及び第６の方向Ｃ１，Ｃ
２と平行な一対の縁辺４５ｄから第３の方向Ｂ１へ延びている。
【００４２】
　固定部材５１は、一例として、薄い１枚の金属材を打ち抜いた後、曲げ加工を施すこと
によって作ることができる。固定部材５１は、平板状の固定部５３と、固定部５３と接続
している複数の端子部５２と、固定部５３と接続している一対のバネ板部５５と、固定部
５３に形成されている一対の切り欠き部５６とを有する。
【００４３】
　端子部５２のそれぞれは、固定部５３の第５及び第６の方向Ｃ１，Ｃ２の両縁辺５１ａ
のそれぞれから第３の方向Ｂ１へ延びている。バネ板部５５は、第５及び第６の方向Ｃ１
，Ｃ２と平行な一対の縁辺５３ｃから第３の方向Ｂ１へ延びている。切り欠き部５６は、
第１及び第２の方向Ａ１，Ａ２における一対の端子部５２間で一対の両縁辺５１ａを第５
及び第６の方向Ｃ１，Ｃ２へ切り欠くことによって形成されている部分である。
【００４４】
　バネ板部５５には、このバネ板部５５を切り起こすことによって片持ち梁状のバネ部５
５ａが形成されている。バネ部５５ａは、第３の方向Ｂ１の端部がバネ板部５５に接続さ
れている。
【００４５】
　光コネクタ６１は、図４（Ａ）及び図４（Ｂ）においても示したように、四角形状のフ
ェルール６２と、フェルール６２に保持されている複数の光ファイバ６３と、フェルール
６２のフェルール嵌合面６２ａを除く周囲面を覆いフェルール６２を保持している金属製
のシェル７４とを有する。
【００４６】
　テープファイバ６５は、光ファイバ６３を複数本互いに並列にかつ間隔もってテープ状
の樹脂材料によって保持することにより製作したものである。光ファイバ６３の先端面は
、フェルール嵌合面６２ａと略同一面となっている。フェルール嵌合面６２ａには、複数
本の光ファイバ６３の両側のフェルール嵌合面６２ａに一対のガイドピン６７が第１の方
向Ａ１へ突出するように形成されている。
【００４７】
　シェル７４は、一例として、薄い金属板を打ち抜いた後に、曲げ加工を施すことによっ
て作ることができる。シェル７４には、フェルール６２の第１の面６２ｂに対向するよう
に片持ち梁状の光コネクタ係止部７５が形成されている。光コネクタ係止部７５は第２の
方向Ａ２の端部がシェル７４の後端部と接続されている。光コネクタ係止部７５は、第１
の方向Ａ１側が自由端部７５ａとなっている。自由端部７５ａには、第３及び第４の方向
Ｂ３，Ｂ４へ突出している一対の係止部７５ｂが形成されている。
【００４８】
　さらに、光コネクタ係止部７５は、第１及び第２の方向Ａ１,Ａ２の中間部分をフェル
ール６２から少し離れる方向へ曲げることにより形成されている押圧部７５ｃを有する。
押圧部７５ｃは、押圧されると、自由端部７５ａが第１の面６２ｂへ向かって変位する。
【００４９】



(7) JP 5311570 B2 2013.10.9

10

20

30

40

50

　また、シェル７４には、第１及び第２の方向Ａ１，Ａ２と平行な一対のシェル側板７６
のそれぞれの板部分の一部を切り欠いて形成されている第１の押圧バネ部７６ａが形成さ
れている。これらの第１の押圧バネ部７６ａは、フェルール６２の第２の面６２ｄに当接
して押圧している。
【００５０】
　さらに、シェル７４には、フェルール６２の第１の面６２ｂに対向するように一対の第
２の押圧バネ部７６ｃが形成されている。これらの第２の押圧バネ部７６ｃは、フェルー
ル６２の第１の面６２ｂに形成された段差６２ｃと当接してフェルール６２を押圧して保
持している。
【００５１】
　パッケージボード２０１には、図３に示したように、第２ハウジング４１のボス部４５
を挿入する一対のボス挿入孔２０２と、固定部材５１の４つの端子部５２のそれぞれをプ
レスフィットにより圧入する４つの端子圧入孔２０３と、固定部材５１のバネ板部５５を
挿入する一対のバネ挿入孔２０４とが形成されている。バネ挿入孔２０４は、第５及び第
６の方向Ｃ１，Ｃ２に長い孔である。
【００５２】
　以下、パッケージボード２０１への光コネクタ装置１１の固定、及び光コネクタ装置１
１の組み立てについて説明する。
【００５３】
　先ず、第２ハウジング４１をパッケージボード２０１に取り付ける。この際、第２ハウ
ジング４１の一対のボス部４５は、パッケージボード２０１のボス挿入孔２０２へそれぞ
れ圧入される。次に固定部材５１を第２ハウジング４１の開口部４５へ挿入して、固定部
材５１の一対のバネ板部５５をパッケージボード２０１のバネ挿入孔２０４にそれぞれ挿
入すると、バネ板部５５に形成されているバネ部５５ａが弾性変形した状態で挿入してい
き、弾性変形が元に戻ってパッケージボード２０１の他面（図示せず）に係止する。これ
らにより、第２ハウジング４１と固定部材５１とがパッケージボード２０１に固定される
。なお、係止片４５ｂと切り欠き部５６の構成により、固定部材５１を第２ハウジング４
１に係止させるようにしても良い。
【００５４】
　したがって、固定部材５１のバネ板部５５及び端子部５２の第３の方向Ｂ１側のほとん
どが、第２ハウジング４１のベース部４２の他面に突き出した状態となる。
【００５５】
　固定部材５１の端子部５２は、パッケージボード２０１の端子圧入孔２０３に圧入され
る。なお、端子部５２は、パッケージボード２０１の他面に設けられている回路と半田付
けされ、固定部材５１によって光コネクタ６１のシェル７４と接続されるのでグランド接
続される。
【００５６】
　第２ハウジング４１及び固定部材５１は、パッケージボード２０１に取り付けられるの
で、パッケージボード２０１に対して第１及び第２の方向Ａ１，Ａ２、第３及び第４の方
向Ｂ１，Ｂ２へは移動することがない。
【００５７】
　第２ハウジング４１及び固定部材５１をパッケージボード２０１に取り付けた後は、第
１ハウジング３１の光コネクタ収容部３８に光コネクタ６１を取り付ける。この際、第１
ハウジング３１の嵌合部３２に形成されている複数の嵌合係止部３２ｂのそれぞれに複数
個の光コネクタ６１を一つずつ第１の方向Ａ１へ挿入すると、光コネクタ６１のコネクタ
係止部７５に形成されている係止部７５ｂが嵌合係止部３２ｂの内部で係止される。
【００５８】
　その後、光コネクタ６１を取り付けた第１ハウジング３１を第２ハウジング４１に取り
付ける。第１ハウジング３１の突起収容部３５及び係止収容部３７と、第２ハウジング４
１の突起４３及び係止突部４４とは、これらが着脱自在に係合しかつ第１ハウジング３１
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を第２ハウジング４１に対して浮動するように係合させている。
【００５９】
　図５は、パッケージボード２０１に光コネクタ装置１１を取り付けた状態を示している
。図６は、図５（パッケージボード２０１に光コネクタ装置１１を取り付けた状態）の一
部分を側面からみた状態を示している。
【００６０】
　図５及び図６を参照して、パッケージボード２０１に光コネクタ装置１１を取り付けた
状態では、第２ハウジング４１の突起４３と第１ハウジング３１の突起収容部３５とが組
み合わされている。突起４３と突起収容部３５とが組み合わされたときには、突起収容部
３５の底面３５ａと突起４３の第５及び第６の方向Ｃ１，Ｃ２で対向する側面４３ａとの
間に隙間Ｓ１を持っている。
【００６１】
　また、突起係止部４４と係止収容部３７とが組み合わされたときには、突起係止部４４
と係止収容部３７の底面３７ｄとの間に第５及び第６の方向Ｃ１，Ｃ２で隙間Ｓ２を持っ
ている。
【００６２】
　したがって、第１ハウジング３１は第２ハウジング４１との間の隙間Ｓ１,Ｓ２によっ
て第５及び第６の方向Ｃ１，Ｃ２へ移動可能となる。
【００６３】
　さらに、図６に示すように、突起係止部４４と係止収容部３７とが組み合わされたとき
には、第３及び第４の方向Ｂ１，Ｂ２において突起係止部４４の突部４４ｂとブロック部
３３の当接面３３ｄとの間に隙間Ｓ３を持っている。
【００６４】
　したがって、第１ハウジング３１は、第２ハウジング４１との間の隙間Ｓ３によって第
３及び第４の方向Ｂ１，Ｂ２へ移動可能となることから、第１ハウジング３１は第２ハウ
ジング４１に対して隙間Ｓ３の可動範囲で浮動自在な浮動構造となる。
【００６５】
　図７は、図６に示した光コネクタ装置１１の第１ハウジング３１を第２ハウジング４１
から取り外すための初期操作を示している。図８は、図７示した光コネクタ装置１１の第
１ハウジング３１を取り外した状態を示している。
【００６６】
　第２ハウジング４１から第１ハウジング３１を取り外すには、図７に示すように、第２
ハウジング４１の係止バネ部４４ａを突起４３側へ撓ませることにより、突部４４ｂを移
動させる。
【００６７】
　このように、突部４４ｂを移動させた後、第４の方向Ｂ２へ第１ハウジング３１を引き
出すと、図８に示したように、第２ハウジング４１から第１ハウジング３１を取り外すこ
とができる。
【００６８】
　したがって、パッケージボード２０１側の光コネクタ装置１１は、パッケージボード２
０１から光コネクタ装置１１の第１ハウジング３１を取り外すことができるので、治具を
必要とせずに容易に光コネクタ６１の着脱を行なえる。なお、第１ハウジング３１を取り
外した後の第２ハウジング４１の係止バネ部４４ａは、図３に示した自然状態に戻る。
【００６９】
　また、光コネクタ装置１１の第１ハウジング３１を第２ハウジング４１に取り付けるに
は、図８に示した取り外した状態から第１ハウジング３１を第３の方向Ｂ１へ移動して第
１ハウジング３１の突起収容部３５に第２ハウジング４１の突起４３を挿入する。同時に
、第１ハウジング３１の係止収容部３７を第２のハウジング４１の突起係止部４４を挿入
する。
【００７０】
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　この際、係止収容部３７の壁面３７ａには、突起係止部４４の突部４４ｂに形成されて
いる傾斜面４４ｃと摺接するように傾斜面３７ｆが形成されている。
【００７１】
　したがって、係止収容部３７の傾斜面３７ｆにより突部４４ｂの傾斜面４４ｃを押すこ
とで、係止バネ部４４ａを撓ませながら取り付けることができる。
【００７２】
　図９に示すように、相手側光コネクタ装置８１は、相手側光コネクタ１６１を収容保持
する相手側第２ハウジング（インナーハウジング）１０１と、相手側第２ハウジング１０
１を着脱自在に保持する相手側第１ハウジング（アウターハウジング）９１とを有する。
【００７３】
　相手側第１ハウジング９１は、樹脂材料によって作られており、二面が開放された直方
体形状に作られている。
【００７４】
　相手側第１ハウジング９１の内側は、光コネクタ装置１１の第１ハウジング３１の嵌合
部３２が嵌合する相手側嵌合部９２となっている。相手側嵌合部９２の第３及び第４の方
向Ｂ１,Ｂ２で対向する一対の第１壁部９４の内壁面９４ａのそれぞれには、一対の第１
相手側係止部９４ｂが形成されている。第１相手側係止部９４ｂは、一対の第１内壁面９
４ａを外壁面に向かって凹状とすることにより段差形状と段部となっている部分である。
【００７５】
　相手側第１ハウジング９１は、バックボード３０１の一面３０１ａに取り付けられる。
相手側嵌合部９２の第３及び第４の方向Ｂ１,Ｂ２で対向する一対の第１壁部９４の外壁
面のそれぞれには、バックボード３０１の導電パッド９５に半田付けされる一対のホール
ドダウン９４が装着、または圧入されている。
【００７６】
　ホールドダウン９４ｃの他端は、バックボード３０１の一面３０１ａに形成されている
導電パッド９５と半田付けされることによって固定される。
【００７７】
　さらに、相手側第１ハウジング９１には、一対の第１壁部９４と接続し、第５及び第６
の方向Ｃ１，Ｃ２で対向している一対の第２壁部９７のそれぞれに開口部９７ａが形成さ
れている。第２壁部９７の開口部９７ａの縁面９７ｂには、第１及び第２の方向Ａ１，Ａ
２で傾斜しているテーパー形状の各一対の相手突起９７ｄが形成されている。
【００７８】
　相手側第１ハウジング９１の相手突起９７ｄには、光コネクタ装置１１の第１ハウジン
グ３１に形成されている片持ち梁状の嵌合係止バネ部３４の自由端部３４ａに形成されて
いる嵌合係止部３４ｂが係止する。
【００７９】
　相手側第２ハウジング１０１は、直方体形状に作られており、相手側第１ハウジング９
１の相手側嵌合部９２に対して第２の方向Ａ２へ挿入することにより相手側第１ハウジン
グ９１に保持される。
【００８０】
　相手側第２ハウジング１０１は、樹脂材料によって作られている。第２相手側ハウジン
グ１０１は、相手側光コネクタ装置８１と嵌合するように第１及び第２の方向Ａ１，Ａ２
に沿って貫通している複数の相手側嵌合部１３２と、相手側第２ハウジング１０１の対向
する一対の面１０１ａのそれぞれから相手側嵌合部１３２の第２の方向Ａ２側の相手側嵌
合面１３２ａを第２の方向Ａ２で越えるように片持ち梁状に延びている薄板形状の各一対
の相手側嵌合係止バネ部１３４と、第５及び第６の方向Ｃ１，Ｃ２側の両端部のそれぞれ
から第１の方向Ａ１へ延びている薄板形状の一対の相手側突部１３６とを有する。
【００８１】
　相手側嵌合係止バネ部１３４のそれぞれは、第３及び第４の方向Ｂ１，Ｂ２で対向して
おり、第３及び第４の方向Ｂ１，Ｂ２側へ撓むようになっている。
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【００８２】
　相手側嵌合係止バネ部１３４のそれぞれは、第２の方向Ａ２側へ延びている端部が自由
端部１３４ａとなっている。それぞれの自由端部１３４ａの内、一方は第３の方向Ｂ１へ
、他方は第４の方向Ｂ２へ少し突出している相手側係止部１３４ｂが形成されている。
【００８３】
　さらに、相手側第２ハウジング１０１は、相手側嵌合部１３２の内部が複数個の相手側
光コネクタ１６１を収容する相手側光コネクタ収容部１３８となっている。相手側光コネ
クタ収容部１３８には、バックボード３０１の一面３０１ａに対して垂直になるように複
数個の相手側光コネクタ１６１が配列されて収容される。
【００８４】
　相手側光コネクタ収容部１３８は、相手側光コネクタ１６１をそれぞれ収容するように
区画されている。
【００８５】
　相手側光コネクタ１６１は、図１０（Ａ）及び図１０（Ｂ）においても示すように、板
状の相手側フェルール１６２と、相手側フェルール１６２に保持されている複数の相手側
光ファイバ１６３と、相手側フェルール１６２の相手側嵌合面１６２ａを除く周囲面を覆
い相手側フェルール１６２を保持している金属製の相手側シェル１７４とを有する。
【００８６】
　相手側テープファイバ１６５は、相手側光ファイバ１６３を複数本互いに並列にかつ間
隔もってテープ状の樹脂材によって製作されたものである。
【００８７】
　相手側光ファイバ１６３の先端は、相手側フェルール１６２のフェルール嵌合面１６２
ａに露出している。相手側フェルール１６２の相手側嵌合面１６２ａには、複数本の相手
側光ファイバ１６３の両側の相手側嵌合面１６２ａに一対のガイド孔１６７が相手側嵌合
面１６２ａから相手側フェルール１６２の内部へ第１の方向Ａ１で形成されている。ガイ
ド孔１６７は、フェルール６２の一対のガイドピン６７を挿入する部分である。
【００８８】
　相手側シェル１７４には、相手側フェルール１６２の一面１６２ｂに対向するように片
持ち梁状の相手側光コネクタ係止片１７５が形成されている。相手側光コネクタ係止片１
７５は、第１の方向Ａ１の端部が相手側シェル１７４の後端部と接続されており、第２の
方向Ａ２の先端が自由端部１７５ａとなっている。自由端部１７５ａには、第３及び第４
の方向Ｂ３，Ｂ４へ突出している相手側係止片１７５ｂが形成されている。
【００８９】
　さらに、相手側光コネクタ係止片１７５は、第１及び第２の方向Ａ1,Ａ２の中間部分を
相手側フェルール１６２から少し離れる方向へ曲げることにより形成されている相手側押
圧部１７５ｃを有する。
【００９０】
　相手側光コネクタ係止片１７５は，相手側押圧部１７５ｃを押圧すると、自由端部１７
５ａが相手側フェルール１６２の一面１６２ｂ側へ変位する。
【００９１】
　また、相手側シェル１７４には、第１及び第２の方向Ａ１，Ａ２と平行な一対の相手側
シェル１７４の側板１７６の一部をそれぞれ切り欠いて形成されている相手側シェルバネ
片１７６ａが形成されている。これらの相手側シェルバネ片１７６ａは、相手側フェルー
ル１６２の側面１６２ｄに当接して押圧している。
【００９２】
　さらに、相手側シェル１７４には、相手側フェルール１６２の一面１６２ｂに対向する
ように一対の相手側押圧バネ片１７６ｃが形成されている。これらの相手側押圧バネ片１
７６ｃは、相手側フェルール１６２の一面１６２ｂに形成された段差１６２ｃと当接して
相手側フェルール１６２を押圧保持している。
【００９３】
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　以下、バックボード３０１への相手側光コネクタ装置８１の固定、及び相手側光コネク
タ装置８１の組み立てについて説明する。
【００９４】
　先ず、相手側第１ハウジング９１をバックボード３０１の一面３０１ａに取り付ける。
なお、図示しないが、バックボード３０１には、相手側嵌合部９２の開口と略同じ大きさ
の貫通穴が形成されている。
【００９５】
　相手側第１ハウジング９１の固定部９４ｃには、ホールドダウン９５を固定し、固定部
９４ｃにホールドダウン９５の一端部を圧入することにより固定する。ホールドダウン９
５の他端は、バックボード３０１の一面３０１ａに形成されている導電パッドと半田付け
されることによって固定される。
【００９６】
　次に、相手側第２ハウジング１０１の区画された相手側光コネクタ収容部１３８のそれ
ぞれに第２の方向Ａ２で相手側光コネクタ１６１を挿入して係止する。この際、相手側第
２ハウジング１０１の相手側嵌合部１３２の区画された相手側光コネクタ収容部１３８の
それぞれに複数個の相手側光コネクタ１６１を一つずつ第２の方向Ａ２へ挿入すると、相
手側光コネクタ１６１の相手側光コネクタ収容部１３８内に形成されている相手側係止部
（図示せず）に内部で係止される。
【００９７】
　その後、相手側光コネクタ１６１を取り付けた相手側第２ハウジング１０１を相手側第
１ハウジング９１に第２の方向Ａ２で挿入して取り付ける。この際、相手側第２ハウジン
グ１０１の相手側嵌合係止部１３４の相手側係止部１３４ｂは、相手側第１ハウジング９
１の相手側第１係止部９４ｂと係合する。
【００９８】
　なお、相手側嵌合係止部１３４の相手側係止部１３４ｂと相手側第１係止部９４ｂとは
、これらが着脱自在に係合しかつ相手側第２ハウジング１０１を相手側第１ハウジング９
１に対して浮動するように係合させている。
【００９９】
　即ち、浮動構造は、第１及び第２の方向Ａ１，Ａ２、第５及び第６の方向Ｃ１，Ｃ２に
おいて相手側係止部１３４ｂと相手側第１係止部９４ｂとの間の間隔を持たせることで可
能となる。
【０１００】
　さらに、相手側第２ハウジング１０１の相手側突部１３６は、相手側第１ハウジング９
１の開口部９７ａに形成されている縁面９７ｂの内縁に当接している。
【０１０１】
　バックボード３０１に取り付けた相手側光コネクタ装置８１には、パッケージボード２
０１に取り付けた光コネクタ装置１１を第１の方向Ａ１へ嵌合操作することで接続される
。この際、相手側第１ハウジング９１の第２壁部９７の開口部９７ａの縁面９７ｂに形成
されている各一対の相手突起９７ｄに光コネクタ装置１１の第１ハウジング３１に形成さ
れている片持ち梁状の嵌合係止バネ部３４の自由端部３４ａに形成されている嵌合係止部
３４ｂが係止する。
【０１０２】
　なお、嵌合係止部３４ｂは、相手突起９７ｄを乗り越えた後に、相手突起９７ｄと係合
し、係合状態から第２の方向Ａ２へ光コネクタ装置１１を引き抜くと相手突起９７ｄと嵌
合係止部３４ｂが外れることから、光コネクタ装置１１を相手側光コネクタ装置８１から
取外すことができる。
【０１０３】
　相手側光コネクタ装置８１の相手側第２ハウジング１０１を相手側第１ハウジング９１
から取り外すには、相手側第２ハウジング１０１の相手側嵌合係止部１３４の相手側係止
部１３４ｂを第３及び第４の方向Ｂ１，Ｂ２へ押すことにより、相手側第1係止部９４ｂ



(12) JP 5311570 B2 2013.10.9

10

20

との係合を解除することにより取り外すことができる。相手側第２ハウジング１０１の相
手側嵌合係止部１３４は、相手側第２ハウジング１０１を取り外した後に自然状態に戻る
。
【０１０４】
　したがって、バックボード３０１側の相手側光コネクタ装置８１には浮動構造をもたせ
ることができる。また、バックボード３０１から相手側光コネクタ装置８１の相手側第２
ハウジング１０１を取り外せることにより、治具を必要とせず容易に相手側光コネクタ１
６１の着脱を行なえる。
【符号の説明】
【０１０５】
　１１　　光コネクタ装置
　３１　　第１ハウジング
　３５　　突起収容部（被係止部）
　３７　　係止収容部（被係止部）
　４１　　第２ハウジング
　４３　　突起（係止部）
　４４　　突起係止部（係止部）
　５１　　固定部材
　６１　　光コネクタ
　８１　　相手側光コネクタ装置
　９１　　相手側第１ハウジング
　１０１　　相手側第２ハウジング
　１６１　　相手側光コネクタ
　２０１　　取付対象物（パッケージボード）
　３０１　　相手側取付対象物（バックボード）
【図１】 【図２】
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