
JP 6318008 B2 2018.4.25

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一ハウジングと、前記第一ハウジングに組み込まれた第一フェルールと、前記第一ハ
ウジングに脱着可能に嵌合する第二ハウジングと、前記第二ハウジングに組み込まれ、前
記第二ハウジングを前記第一ハウジングに嵌合したときに前記第一フェルールに突き合わ
せ接続される第二フェルールと、を備え、
　前記第一ハウジングは、筒状の外部ハウジングと、前記外部ハウジング内に前記外部ハ
ウジングの中心軸線方向に移動可能に収容されると共に内側に前記第一フェルールを収容
する筒状の内部ハウジングと、を備え、
　前記内部ハウジングに、前記外部ハウジングの中心軸線方向に直交する縦幅方向に配列
された一対の係合片が形成され、
　前記第二ハウジングに、前記縦幅方向に配列され、前記一対の係合片のそれぞれに係合
することで前記第二ハウジングを前記内部ハウジングに嵌合させる一対の被係合片が形成
され、
　前記内部ハウジングの外周に、前記縦幅方向に配列された一対の弾性係止片が設けられ
、
　前記外部ハウジングに、前記縦幅方向に配列され、前記第二ハウジングが前記第一ハウ
ジングから離脱した状態で前記一対の弾性係止片をそれぞれ係止して、前記内部ハウジン
グが前記外部ハウジングに対して移動することを規制する一対の規制係止部が形成され、
　前記第二ハウジングに、前記第一ハウジングに向けて延出すると共に前記縦幅方向に配



(2) JP 6318008 B2 2018.4.25

10

20

30

40

50

列され、前記一対の係合片が前記一対の被係合片に係合した状態から前記第二ハウジング
をさらに第一ハウジング側に移動させることで、前記一対の弾性係止片をそれぞれ弾性的
に内側に変位させて前記一対の規制係止部との係止状態を解除する一対の係止解除片が形
成され、
　前記係合片が、前記弾性係止片よりも前記内部ハウジングの中心軸線方向前側に配され
、
　前記係止解除片が、前記被係合片よりも前記第二ハウジングの中心軸線方向前側に配さ
れ、
　前記外部ハウジング内には、複数の前記内部ハウジングが前記中心軸線方向及び前記縦
幅方向に直交する横幅方向に配列された状態で収容され、
　前記外部ハウジング及び前記第二ハウジングのうち一方のハウジングの前記横幅方向の
両端部には、前記中心軸線方向における前記一方のハウジングの前端よりも前方に突出す
るように、前記中心軸線方向に延びて前記外部ハウジング及び前記第二ハウジングのうち
他方のハウジングに挿入されるハウジング位置決めピンが設けられることを特徴とする光
コネクタ。
【請求項２】
　前記外部ハウジングに、前記縦幅方向に配列され、前記内部ハウジングを外部に露出さ
せる一対の窓部が形成され、
　各窓部に、前記内部ハウジングの前記係合片及び前記弾性係止片が挿入されていること
を特徴とする請求項１に記載の光コネクタ。
【請求項３】
　前記第一フェルール及び前記第二フェルールの一方には、相互に突き合わされる端面か
ら突出する一対の位置決めピンが設けられ、
　前記第一フェルール及び前記第二フェルールの他方には、前記第一フェルール及び前記
第二フェルールを突き合わせた状態で、前記一対の位置決めピンをそれぞれ挿入して前記
第一フェルール及び前記第二フェルールを位置決めする一対の位置決め孔が設けられ、
　前記第一フェルールに設けられる前記一対の位置決めピンあるいは前記一対の位置決め
孔は、前記中心軸線方向及び前記縦幅方向に直交する横幅方向に間隔をあけて配列されて
いることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の光コネクタ。
【請求項４】
　前記第一ハウジングがコネクタ取付壁に取り付けられ、
　前記第二ハウジングが前記コネクタ取付壁に対して進退動可能なプリントボードに取り
付けられていることを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の光コネク
タ。
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光コネクタに関し、フェルールを収容して互いに脱着可能に嵌合する一対の
ハウジングを有し、ハウジング同士の嵌合によってフェルール同士の突き合わせ接続が実
現される構成の光コネクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　プラグイン形式の光コネクタとしていわゆるバックプレーンコネクタ（以下、バックプ
レーン光コネクタとも言う）がある。バックプレーン光コネクタは、プリントボードに取
り付けたプリントボードハウジング（以下、ＰＨハウジングとも言う）を、プラグインユ
ニットの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（以下、ＢＨハウジング
とも言う）に嵌合して、光コネクタ（プラグ）同士を接続する光コネクタアダプタが組み
立てられる構成となっている。
【０００３】
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　ＢＨハウジングは、バックプレーンに取り付けられた角筒状の外部ハウジングの内側に
、光コネクタが嵌合されるコネクタ穴が貫通する内部ハウジングを収容した構成が一般的
である（例えば特許文献１）。
【０００４】
　ＰＨハウジングは、プリントボードに固定されたベース部に、ＢＨハウジングに挿入さ
れる挿入片と、ＢＨハウジングの内部ハウジングに係合させる爪付き弾性片と、を突設し
た構成が採用される。
　従来では、一対の挿入片が、ＢＨハウジングに対するＰＨハウジングの挿脱方向に直交
する方向（横幅方向）に間隔をあけて配列されている。また、一対の爪付き弾性片は挿脱
方向及び横幅方向に直交する縦幅方向に間隔をあけて配列されている。
【０００５】
　ＢＨハウジングにおいて、内部ハウジングは外部ハウジングに対してその軸線方向（前
述の挿脱方向に一致）に移動可能に設けられる。その上で、外部ハウジングの内面には、
内部ハウジングを係止するための係止部が突設している。従来では、一対の係止部が外部
ハウジングの軸線方向に直交する方向（横幅方向）に間隔をあけて配列されている。一方
、内部ハウジングには、外部ハウジングの係止部に係止される弾性係止片が形成されてい
る。従来では、一対の弾性係止片が外部ハウジングの一対の係止部と同様に横幅方向に間
隔をあけて配列されている。
　内部ハウジングの弾性係止片が外部ハウジングの係止部に係止した状態では、内部ハウ
ジングが外部ハウジングに対してＢＨハウジングに対するＰＨハウジングの挿入方向（前
述の軸線方向に一致）に移動することが規制される。
【０００６】
　ＢＨハウジングの外部ハウジングと内部ハウジングとの間には、ＰＨハウジングの挿入
片を挿入する挿入片収容穴が確保されている。挿入片収容穴の内部には、前述した外部ハ
ウジングの係止部及び内部ハウジングの弾性係止片が配される。従来では、一対の挿入片
収容穴が、一対の係止部や一対の弾性係止片と同様に横幅方向に間隔をあけて配列されて
いる。
【０００７】
　また、ＢＨハウジングの内部ハウジングには、ＰＨハウジングの爪付き弾性片を係合さ
せる係合凸部が形成されている。従来では、一対の係合凸部が一対の爪付き弾性片に対応
するように内部ハウジングの縦幅方向の両端に形成されている。各係合凸部は、内部ハウ
ジングにおいて縦幅方向の外側から窪むように形成されている。
　ＰＨハウジングは、その挿入片を、ＢＨハウジングの外部ハウジングと内部ハウジング
との間に確保された挿入片収容穴に挿入し、ベース部両側から突出する爪付き弾性片を、
ＢＨハウジングの内部ハウジングの係合凸部に係合させることで、ＢＨハウジングに嵌合
する。
【０００８】
　バックプレーン光コネクタは、ＰＨハウジングをＢＨハウジングに嵌合することで、Ｐ
Ｈハウジングのベース部を貫通するコネクタ穴に嵌合された光コネクタと、ＢＨハウジン
グの内部ハウジングのコネクタ穴に嵌合された光コネクタとを突き合わせ接続できる。
　また、ＰＨハウジングの挿入片は、ＢＨハウジングの挿入片収容穴に挿入されることで
、内部ハウジングの弾性係止片を内方に変位させて外部ハウジングの係止部との係止状態
を解除する。これにより、内部ハウジングが外部ハウジングに対してその軸線方向に移動
可能となり、ＰＨハウジング側の光コネクタとＢＨハウジング側の光コネクタとを良好な
状態で突き合わせ接続できる。
　そして、ＢＨハウジングに嵌合した状態のＰＨハウジングは、ＢＨハウジングに対して
抜き去り方向に引っ張ることで、ＢＨハウジングの内部ハウジングに対する爪付き弾性片
の係合を解除して、ＢＨハウジングから離脱させることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００９】
【特許文献１】特開平５－０４５５４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　上記従来のバックプレーン光コネクタでは、ＢＨハウジングの外部ハウジングと内部ハ
ウジングとの間に、ＰＨハウジングの横幅方向両側の挿入片を挿入するための隙間（一対
の挿入片収容穴）を確保する必要がある。
　このため、従来のバックプレーン光コネクタでは、ＢＨハウジングの横幅方向の寸法を
小さく設定することが難しい、という問題がある。
【００１１】
　本発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであって、プラグインユニットのバック
プレーンに取り付けるハウジングの小型化を容易に実現できる光コネクタを提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　この課題を解決するために、本発明に係る一態様としての光コネクタは、第一ハウジン
グと、前記第一ハウジングに組み込まれた第一フェルールと、前記第一ハウジングに脱着
可能に嵌合する第二ハウジングと、前記第二ハウジングに組み込まれ、前記第二ハウジン
グを前記第一ハウジングに嵌合したときに前記第一フェルールに突き合わせ接続される第
二フェルールと、を備え、前記第一ハウジングは、筒状の外部ハウジングと、前記外部ハ
ウジング内に前記外部ハウジングの中心軸線方向に移動可能に収容されると共に内側に前
記第一フェルールを収容する筒状の内部ハウジングと、を備え、前記内部ハウジングに、
前記外部ハウジングの中心軸線方向に直交する縦幅方向に配列された一対の係合片が形成
され、前記第二ハウジングに、前記縦幅方向に配列され、前記一対の係合片のそれぞれに
係合することで前記第二ハウジングを前記内部ハウジングに嵌合させる一対の被係合片が
形成され、前記内部ハウジングの外周に、前記縦幅方向に配列された一対の弾性係止片が
設けられ、前記外部ハウジングに、前記縦幅方向に配列され、前記第二ハウジングが前記
第一ハウジングから離脱した状態で前記一対の弾性係止片をそれぞれ係止して、前記内部
ハウジングが前記外部ハウジングに対して移動することを規制する一対の規制係止部が形
成され、前記第二ハウジングに、前記第一ハウジングに向けて延出すると共に前記縦幅方
向に配列され、前記一対の係合片が前記一対の被係合片に係合した状態から前記第二ハウ
ジングをさらに第一ハウジング側に移動させることで、前記一対の弾性係止片をそれぞれ
弾性的に内側に変位させて前記一対の規制係止部との係止状態を解除する一対の係止解除
片が形成され、前記係合片が、前記弾性係止片よりも前記内部ハウジングの中心軸線方向
前側に配され、前記係止解除片が、前記被係合片よりも前記第二ハウジングの中心軸線方
向前側に配され、前記外部ハウジング内には、複数の前記内部ハウジングが前記中心軸線
方向及び前記縦幅方向に直交する横幅方向に配列された状態で収容され、前記外部ハウジ
ング及び前記第二ハウジングのうち一方のハウジングの前記横幅方向の両端部には、前記
中心軸線方向における前記一方のハウジングの前端よりも前方に突出するように、前記中
心軸線方向に延びて前記外部ハウジング及び前記第二ハウジングのうち他方のハウジング
に挿入されるハウジング位置決めピンが設けられることを特徴とする。
　
【００１３】
　前記光コネクタにおいては、前記外部ハウジングに、前記縦幅方向に配列され、前記内
部ハウジングを外部に露出させる一対の窓部が形成され、各窓部に、前記内部ハウジング
の前記係合片及び前記弾性係止片が挿入されてもよい。
【００１６】
　また、前記光コネクタにおいて、前記第一フェルール及び前記第二フェルールの一方に
は、相互に突き合わされる端面から突出する一対の位置決めピンが設けられ、前記第一フ
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ェルール及び前記第二フェルールの他方には、前記第一フェルール及び前記第二フェルー
ルを突き合わせた状態で、前記一対の位置決めピンをそれぞれ挿入して前記第一フェルー
ル及び前記第二フェルールを位置決めする一対の位置決め孔が設けられ、前記第一フェル
ールに設けられる前記一対の位置決めピンあるいは前記一対の位置決め孔は、前記中心軸
線方向及び前記縦幅方向に直交する横幅方向に間隔をあけて配列されてもよい。
【００１８】
　また、前記光コネクタでは、前記第一ハウジングがコネクタ取付壁に取り付けられ、前
記第二ハウジングが前記コネクタ取付壁に対して進退動可能なプリントボードに取り付け
られてもよい。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、従来のように、内部ハウジングと外部ハウジングとの間に係止解除片
を挿入するための隙間が、外部ハウジングの中心軸線方向及び縦幅方向に直交する横幅方
向に配列されない。このため、第一ハウジングの横幅方向の寸法を小さく設定することが
できる。したがって、第一ハウジングの小型化を容易に実現することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の第一実施形態に係る光コネクタにおいて、可動側光コネクタを受け側光
コネクタから離脱した状態を示す斜視図である。
【図２】図１の光コネクタにおいて、可動側光コネクタを受け側光コネクタに装着した状
態を示す斜視図である。
【図３】図１の光コネクタの受け側光コネクタの外観を示す図であり、（ａ）は平面図、
（ｂ）は正面図、（ｃ）は側面図、（ｄ）は背面図である。
【図４】図１の光コネクタの可動側光コネクタの外観を示す図であり、（ａ）は平面図、
（ｂ）は背面図、（ｃ）は側面図、（ｄ）は正面図である。
【図５】図１の光コネクタにおいて、可動側光コネクタを受け側光コネクタから離脱した
状態を示す図であり、（ａ）は平面図、（ｂ）は（ａ）のＡ－Ａ矢視断面図である。
【図６】図５（ａ）におけるＢ－Ｂ矢視断面図である。
【図７】図１の光コネクタの可動側光コネクタを受け側光コネクタに装着する途中段階を
示す図であり、（ａ）は平面図、（ｂ）は（ａ）のＣ－Ｃ矢視断面図である。
【図８】図７（ａ）におけるＤ－Ｄ矢視断面図である。
【図９】図１の光コネクタの可動側光コネクタを受け側光コネクタに装着した状態を示す
図であり、（ａ）は平面図、（ｂ）は（ａ）のＥ－Ｅ矢視断面図である。
【図１０】図９（ａ）におけるＦ－Ｆ矢視断面図である。
【図１１】本発明の第二実施形態に係る光コネクタの受け側光コネクタの外観を示す斜視
図である。
【図１２】本発明の第二実施形態に係る光コネクタの可動側光コネクタの外観を示す斜視
図である。
【図１３】図１２の可動側光コネクタを図１１の受け側光コネクタから離脱した状態を示
す概略平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　〔第一実施形態〕
　以下、本発明に係る光コネクタの第一実施形態について、図１～１０を参照して説明す
る。
　図１、図２に示すように、本実施形態の光コネクタ１０は、プラグインユニット５０の
コネクタ取付壁５１に取り付けられた受け側光コネクタ２０（第一光コネクタ）と、プラ
グインユニット５０に挿脱可能なプリントボード６０（プリント回路基板）に取り付けら
れた可動側光コネクタ３０（第二光コネクタ）と、を備える。
【００２２】
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　図１に示すように、プラグインユニット５０は、互いに平行に延出する一対のガイド壁
５２、５３と、これらガイド壁５２、５３に対して垂直に配されたコネクタ取付壁５１と
を有する。コネクタ取付壁５１は、ミドルプレーンあるいはバックプレーンとして機能す
るものである。
【００２３】
　受け側光コネクタ２０は、取付部材２９によってコネクタ取付壁５１の片面側から突出
するように取り付けられている。受け側光コネクタ２０のうちコネクタ取付壁５１の片面
側から突出する部分は、一対のガイド壁５２，５３の間に配される。以下の説明では、コ
ネクタ取付壁５１のうち受け側光コネクタ２０が突出する側を前面側（又は前側）、この
前面側とは反対の側を背面側と呼ぶことがある。
　受け側光コネクタ２０は、コネクタ取付壁５１に形成された取付壁窓孔５１ａに対応さ
せて、コネクタ取付壁５１に取り付けられている。取付壁窓孔５１ａはコネクタ取付壁５
１の厚さ方向に貫通している。
【００２４】
　一対のガイド壁５２、５３の互いに対向する内面側には、コネクタ取付壁５１に対する
プリントボード６０の進退動を案内する案内溝５２ａ、５３ａが形成されている。プリン
トボード６０は、ガイド壁５２、５３の案内溝５２ａ、５３ａに案内されながら、ガイド
壁５２、５３に対して垂直の向きを保ったままコネクタ取付壁５１に向かって進退動可能
となっている。
　なお、ガイド壁５２、５３は図１のみに図示し、他の図では図示を省略している。
【００２５】
　図１、図３（ｂ）、図５（ｂ）に示すように、受け側光コネクタ２０は、ハウジング２
１（第一ハウジング。以下、受け側ハウジングと呼ぶ）の内側にフェルール２２（以下、
第一フェルールとも呼ぶ）を組み込むように構成されている。
　図４（ｄ）、図５（ｂ）に示すように、可動側光コネクタ３０は、ハウジング３１（第
二ハウジング。以下、可動側ハウジングと呼ぶ）の内側にフェルール３２（以下、第二フ
ェルールとも呼ぶ）を組み込むように構成されている。
【００２６】
　図２、図９に示すように、光コネクタ１０は、可動側ハウジング３１を受け側ハウジン
グ２１に嵌合させることで、フェルール２２、３２同士を突き合わせ接続できる。可動側
ハウジング３１は、プリントボード６０をコネクタ取付壁５１に対して進退動させること
で、受け側ハウジング２１に対して脱着可能である。可動側ハウジング３１は受け側ハウ
ジング２１に脱着可能に嵌合する。
　光コネクタ１０は、受け側ハウジング２１に対する可動側ハウジング３１の脱着によっ
て、フェルール２２、３２同士の接続と接続解除とを切り換えることができる。
【００２７】
　まず、受け側光コネクタ２０の受け側ハウジング２１について説明する。
　図１、図３、図５に示すように、受け側ハウジング２１は、筒状の外部ハウジング２３
と、外部ハウジング２３の内側においてその中心軸線方向に移動可能に収容される筒状の
内部ハウジング２４と、を備える。
【００２８】
　図示例の外部ハウジング２３は概略角筒状の外部ハウジング胴部２３ａを有する。
　外部ハウジング胴部２３ａの中心軸線に直交する外部ハウジング胴部２３ａの断面外形
は長方形状である。以下、受け側光コネクタ２０について、外部ハウジング胴部２３ａの
中心軸線に直交する断面の長手方向を縦幅方向、断面の短手方向を横幅方向として説明す
る。また、受け側光コネクタ２０について、受け側ハウジング２１の外部ハウジング胴部
２３ａの中心軸線を前後方向として説明する。
　外部ハウジング胴部２３ａは、縦幅方向両側の端板部２３ｄと、横幅方向両側の側板部
２３ｅと、を有する（特に図３（ｄ）参照）。外部ハウジング胴部２３ａの軸線方向に直
交する外部ハウジング胴部２３ａの内側領域の断面は長方形状である。
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【００２９】
　図１、図３（ｂ）、５（ｂ）に示すように、内部ハウジング２４の内側には、第一フェ
ルール２２が収容される。図示例の第一フェルール２２は、具体的には、ＭＴフェルール
（ＭＴ形光コネクタ。ＪＩＳ Ｃ ５９８１に制定されるＦ１２形光コネクタ。MT：Mechan
ically Transferable）である。
　第一フェルール２２は、光ファイバの先端に取り付けられている。この光ファイバの構
成は特に限定されず、例えば、多心の光ファイバテープ心線等も採用可能であるが、本実
施形態における光ファイバは、単心の光ファイバ心線、あるいは光ファイバ素線といった
単心の光ファイバである。第一フェルール２２には光ファイバの先端部が内挿固定されて
いる。図３（ｂ）に示すように、第一フェルール２２前端（先端）の接合端面２２ａには
、第一フェルール２２に内挿固定された光ファイバの裸光ファイバ７１ａの先端面が露出
している。
【００３０】
　第一フェルール２２には、複数本（例えば４８本）の光ファイバの先端部が内挿固定さ
れている。図５（ｂ）に示すように、第一フェルール２２に内挿固定された複数本の光フ
ァイバのうち第一フェルール２２から後側に延出した部分は、保護チューブ７２に収容さ
れる。第一フェルール２２は、複数本の光ファイバを保護チューブ７２に収容した光ファ
イバユニット７３の先端に設けられている。
【００３１】
　図１、図３（ｂ）、図３（ｃ）、図５（ｂ）に示すように、各第一フェルール２２には
、その接合端面２２ａから前側に突出する一対の位置決めピン２２ｄが設けられている。
一対の位置決めピン２２ｄは、互いに間隔をあけて配されている。一対の位置決めピン２
２ｄは、接合端面２２ａのうち裸光ファイバ７１ａの先端面が露出する領域の両側に配さ
れている（特に図３（ｂ）参照）。各第一フェルール２２は、一対の位置決めピン２２ｄ
の配列方向を内部ハウジング２４の横幅方向に揃えて、内部ハウジング２４に収容されて
いる。
【００３２】
　図１、図３（ｂ）、図５（ｂ）に示すように、受け側ハウジング２１の内部ハウジング
２４には、第一フェルール２２を収容するフェルール収容孔２４ａが形成されている。フ
ェルール収容孔２４ａは、内部ハウジング２４の中心軸線方向に延びて形成されている。
フェルール収容孔２４ａは、内部ハウジング２４の縦幅方向に互いに離隔する複数箇所（
図示例では二箇所）に形成されている。第一フェルール２２は、この内部ハウジング２４
の複数のフェルール収容孔２４ａに一つずつ収容されている。
【００３３】
　フェルール収容孔２４ａに収容された第一フェルール２２は、所定の範囲内で内部ハウ
ジング２４の前後方向（フェルール収容孔２４ａの中心軸線方向に一致）に移動自在であ
る。
　図５（ｂ）に示すように、各フェルール収容孔２４ａの内面には、抜き止め突起２４ｂ
が突設されている。抜き止め突起２４ｂは、第一フェルール２２が内部ハウジング２４に
対してその前側に脱落することを防ぐ。第一フェルール２２は、その後端部外周に突出す
るフランジ部２２ｂが抜き止め突起２４ｂにその後側から当接することで、フェルール収
容孔２４ａから内部ハウジング２４前側への脱落が規制される。
　第一フェルール２２の接合端面２２ａ側の前端部は、第一フェルール２２のフランジ部
２２ｂが抜き止め突起２４ｂにその後側から当接したときに、フェルール収容孔２４ａか
ら内部ハウジング２４の前側に突出した状態となる。
【００３４】
　また、内部ハウジング２４の各フェルール収容孔２４ａは、内部ハウジング２４の後端
から窪んで形成された後部凹所２４ｐに連通している。各フェルール収容孔２４ａは、後
部凹所２４ｐからその前側に延びて形成されている。後部凹所２４ｐには、第一フェルー
ル２２の接合端面２２ａとは反対の後側に配置されたスプリング２６が収容されている。
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スプリング２６は、第一フェルール２２を内部ハウジング２４前側に向けて弾性付勢する
。
【００３５】
　図５（ｂ）に示す図示例のスプリング２６は、コイルスプリングである。スプリング２
６は、光ファイバユニット７３を挿入させた上で、第一フェルール２２の後側の部分と、
内部ハウジング２４の後端部に固定されたスプリング受け部材２７との間に介装されてい
る。受け側ハウジング２１は、このスプリング受け部材２７も含む。
　スプリング受け部材２７は、光ファイバユニット７３を挿通させるように形成されてい
る。スプリング受け部材２７の後側の端部には径方向内側に突出する環状の受け部２７ａ
が形成されている。スプリング２６は、この受け部２７ａに当接する。本実施形態では、
第一フェルール２２の数に対応する複数（図示例では二つ）のスプリング受け部材２７が
設けられている。複数のスプリング受け部材２７は、複数のフェルール収容孔２４ａの配
列にあわせて、内部ハウジング２４の縦幅方向に配列されている。
【００３６】
　図５（ｂ）に示すように、可動側光コネクタ３０が受け側光コネクタ２０から離脱され
、内部ハウジング２４に対する受け側光コネクタ２０後方への押し込み力が作用していな
い状態では、第一フェルール２２のフランジ部２２ｂが、スプリング２６の弾性付勢力に
よって、抜き止め突起２４ｂにその後側から圧接される。
【００３７】
　以下の説明では、図５（ｂ）に示す内部ハウジング２４に対する第一フェルール２２の
位置、すなわち、フランジ部２２ｂが抜き止め突起２４ｂにその後側から当接するときの
位置を、初期位置とも呼ぶ。図１、図３（ｂ）、図３（ｃ）に示す受け側光コネクタ２０
の第一フェルール２２は、内部ハウジング２４に対して初期位置にある。
【００３８】
　図５（ｂ）等において、初期位置にある第一フェルール２２は、内部ハウジング２４の
前側から受け側光コネクタ２０の後方への押し込み力によって、スプリング２６を押し縮
めながら初期位置から内部ハウジング２４に対してその後方へ向かって押し込むことがで
きる。第一フェルール２２の後端部は、第一フェルール２２が初期位置から内部ハウジン
グ２４に対してその後方へ向かって押し込まれていくに伴い、内部ハウジング２４の後部
凹所２４ｐに押し出されていく（例えば図７（ｂ）参照）。
　また、内部ハウジング２４に対して初期位置よりも後側へ押し込まれた第一フェルール
２２は、内部ハウジング２４後方への押し込み力が解除されると、スプリング２６の弾性
付勢力によって初期位置に復帰する。
【００３９】
　図５に示すように、内部ハウジング２４は、フェルール収容孔２４ａが形成された内部
ハウジング本体２４ｃと、内部ハウジング本体２４ｃの外周に設けられた一対の弾性係止
片２４ｄ及び一対の係合片２４ｍを有する。
　本実施形態において、複数のフェルール収容孔２４ａは、それぞれの中心軸線が互いに
平行するように内部ハウジング本体２４ｃに形成されている。また、内部ハウジング２４
は、内部ハウジング本体２４ｃのフェルール収容孔２４ａの中心軸線が、角筒状の外部ハ
ウジング胴部２３ａの中心軸線に平行するように、外部ハウジング２３の内側に収容され
ている。
【００４０】
　図５（ｂ）等に示すように、内部ハウジング本体２４ｃは、外部ハウジング胴部２３ａ
の内面に対応する長方形状の断面外形を以て、フェルール収容孔２４ａの中心軸線方向に
一致する前後方向に延在するハウジングメイン部２４ｅと、このハウジングメイン部２４
ｅから前側に突出する前側筒部２４ｆと、を有する。前述した後部凹所２４ｐはハウジン
グメイン部２４ｅに形成されている。
　ハウジングメイン部２４ｅは、その前後方向に直交する断面長手方向を、外部ハウジン
グ２３縦幅方向に一致させて、外部ハウジング胴部２３ａ内に収容されている。これによ
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り、内部ハウジング２４が外部ハウジング２３に対して前後方向に移動可能となっている
。
【００４１】
　ハウジングメイン部２４ｅが外部ハウジング胴部２３ａに収容された状態において、複
数のフェルール収容孔２４ａは外部ハウジング２３の縦幅方向に配列される。また、フェ
ルール収容孔２４ａの前端は、前側筒部２４ｆの前端（内部ハウジング本体２４ｃの前端
）に開口している。また、フェルール収容孔２４ａは、内部ハウジング本体２４ｃの前側
筒部２４ｆ前端から後部凹所２４ｐまで、内部ハウジング２４前後方向に延在形成されて
いる。初期位置に配された第一フェルール２２は、内部ハウジング本体２４ｃ前側に開口
するフェルール収容孔２４ａの開口部から内部ハウジング２４前側に突出する。
【００４２】
　図５（ｂ）等に示すように、一対の弾性係止片２４ｄは、内部ハウジング本体２４ｃの
縦幅方向に配列されている。図示例では、一対の弾性係止片２４ｄが、内部ハウジング本
体２４ｃの前側筒部２４ｆの縦幅方向両側に設けられている。
　図５、図６等に示すように、各弾性係止片２４ｄは、前側筒部２４ｆの縦幅方向の端部
から後側へ延出する弾性延出片２４ｇと、弾性延出片２４ｇの延出方向の先端部に設けら
れた係止爪２４ｈと、を有する。弾性延出片２４ｇは、その延出方向の先端部が前側筒部
２４ｆの外周に近づく方向に移動するように、内部ハウジング本体２４ｃに対して弾性変
形可能である。すなわち、弾性係止片２４ｄは、内部ハウジング２４の縦幅方向内側に弾
性的に変位可能である。図３（ａ）、図５（ａ）、図６に示すように、本実施形態の係止
爪２４ｈは、弾性延出片２４ｇの先端部から横幅方向両側に張り出すように設けられてい
る。
　また、各弾性係止片２４ｄは、弾性延出片２４ｇの延出方向の先端部に設けられた被押
付突起２４ｉを有する。被押付突起２４ｉは、弾性延出片２４ｇの横幅方向の中央部にお
いて前側筒部２４ｆの外周から離れる方向（縦幅方向に一致する方向）に突出している。
【００４３】
　図５（ｂ）等に示すように、一対の係合片２４ｍは、前述した一対の弾性係止片２４ｄ
と同様に、内部ハウジング本体２４ｃの縦幅方向に配列されている。図示例では、一対の
係合片２４ｍが、内部ハウジング本体２４ｃの前側筒部２４ｆの縦幅方向両側に設けられ
ている。各係合片２４ｍは、一対の弾性係止片２４ｄよりも内部ハウジング本体２４ｃの
前側に配されている。図示例の各係合片２４ｍは、前側筒部２４ｆの横幅方向の中央部に
おいて前側筒部２４ｆの外周から離れる方向（縦幅方向に一致する方向）に突出している
。
【００４４】
　さらに、内部ハウジング２４は、図３（ａ）、図５に示すように、内部ハウジング本体
２４ｃの後端部から前後方向に直交する方向に突出する前進規制突起２４ｊを有する。前
進規制突起２４ｊは、外部ハウジング２３の後側、具体的には、外部ハウジング胴部２３
ａの後側に配置されている。前進規制突起２４ｊは、外部ハウジング２３にその後側から
当接することで、内部ハウジング２４の外部ハウジング２３に対する前方側への移動（前
進）を規制する。
【００４５】
　図５、図６等に示すように、受け側ハウジング２１の外部ハウジング２３には、内部ハ
ウジング２４を外部に露出させる一対の窓部２３ｆが形成されている。一対の窓部２３ｆ
は、外部ハウジング２３の縦幅方向に配列されている。本実施形態では、一対の窓部２３
ｆが外部ハウジング胴部２３ａの一対の端板部２３ｄにそれぞれ形成されている。各窓部
２３ｆは、各端板部２３ｄの厚さ方向に貫通して形成されている。
　各窓部２３ｆには、前述した内部ハウジング２４の弾性係止片２４ｄ及び係合片２４ｍ
が挿入されている。また、弾性係止片２４ｄ及び係合片２４ｍは、各窓部２３ｆから外部
ハウジング２３の外側に突出している。本実施形態では、弾性係止片２４ｄ及び係合片２
４ｍが内部ハウジング本体２４ｃの前側筒部２４ｆに設けられているため、各窓部２３ｆ
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は、外部ハウジング胴部２３ａの前側の部分に形成されている。
【００４６】
　受け側ハウジング２１の外部ハウジング２３には、外部ハウジング２３の縦幅方向に配
列された一対の規制係止部２３ｇが形成されている。
　一対の規制係止部２３ｇは、可動側ハウジング３１が受け側ハウジング２１から離脱し
た状態で、内部ハウジング２４の一対の弾性係止片２４ｄをそれぞれ係止して、内部ハウ
ジング２４が外部ハウジング２３に対してその後方側に移動することを規制する。
　本実施形態において、一対の規制係止部２３ｇは、外部ハウジング胴部２３ａの一対の
端板部２３ｄにそれぞれ形成され、内部ハウジング２４の弾性係止片２４ｄが外部ハウジ
ング２３の前側から当接する係止面２３ｈである。
【００４７】
　図示例の係止面２３ｈは、各端板部２３ｄの横幅方向両側に一対形成されている。これ
ら一対の係止面２３ｈには、弾性係止片２４ｄのうち弾性延出片２４ｇの横幅方向両側に
張り出す一対の係止爪２４ｈが当接する。また、図示例の係止面２３ｈは、前述した窓部
２３ｆの内面のうち外部ハウジング２３の前方に向く面（以下、前側面と呼ぶ）の一部を
なしている。
　前述した内部ハウジング２４の弾性係止片２４ｄは、その係止爪２４ｈが上記した係止
面２３ｈよりも外部ハウジング２３の縦幅方向の内側に変位するように弾性変形可能であ
る。弾性係止片２４ｄが内側に弾性変形した状態では、内部ハウジング２４の弾性係止片
２４ｄと外部ハウジング２３の規制係止部２３ｇとの係止状態が解除され、外部ハウジン
グ２３に対する内部ハウジング２４の後方側への移動が許容される。
【００４８】
　また、図６に示すように、外部ハウジング２３の内面のうち各係止面２３ｈよりも外部
ハウジング２３の後方側に間隔をあけた各位置には、各係止爪２４ｈを収容するための収
容凹所２３ｉが形成されている。収容凹所２３ｉには、内部ハウジング２４の弾性係止片
２４ｄと外部ハウジング２３の規制係止部２３ｇとの係止状態が解除されて内部ハウジン
グ２４が外部ハウジング２３の後方側に移動したときに、係止爪２４ｈが入り込む領域で
ある。
　係止爪２４ｈが収容凹所２３ｉに入り込んだ状態において外部ハウジング２３の前後方
向に対向する係止爪２４ｈ及び収容凹所２３ｉの対向面２４ｋ，２３ｋ（特に図１０参照
）の少なくとも一方は、係止爪２４ｈが収容凹所２３ｉの対向面２３ｋに押しつけられた
際に係止爪２４ｈを収容凹所２３ｉから抜き出すように案内する傾斜案内面となっている
。傾斜案内面は、外部ハウジング２３の内側に向かうにしたがって外部ハウジング２３の
前方側に傾斜している。図示例では、係止爪２４ｈ及び収容凹所２３ｉの対向面２４ｋ，
２３ｋの両方が、上記した傾斜案内面となっている。
【００４９】
　また、図５等に示すように、窓部２３ｆの前側面のうち上記した一対の係止面２３ｈの
間の領域には、弾性係止片２４ｄの被押付突起２４ｉを収容する挿入凹部２３ｌが開口し
ている。挿入凹部２３ｌは、外部ハウジング２３の内面から窪むように形成されている。
挿入凹部２３ｌの寸法（特に前後方向に一致する挿入凹部２３ｌの寸法）は、受け側ハウ
ジング２１及び可動側ハウジング３１の脱着状態に関わらず、被押付突起２４ｉ及び後述
する可動側ハウジング３１の係止解除片３３ｇが外部ハウジング２３に干渉しないように
設定されている（図９参照）。図示例では、外部ハウジング２３の外面のうち上記した挿
入凹部２３ｌに対応する領域が縦幅方向外側に張り出している。
【００５０】
　また、図５等に示すように、外部ハウジング２３には、窓部２３ｆを外側から覆って窓
部２３ｆに挿入された弾性係止片２４ｄの一部を保護する保護用壁部２３ｍが形成されて
いる。保護用壁部２３ｍは、窓部２３ｆの前側面のうち挿入凹部２３ｌの開口領域よりも
外部ハウジング２３の外側の領域から外部ハウジング２３の前方側に突出している。図示
例の保護用壁部２３ｍは、弾性係止片２４ｄの弾性延出片２４ｇを覆うが、弾性係止片２
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４ｄの係止爪２４ｈや係合片２４ｍは覆わない。また、保護用壁部２３ｍは、弾性延出片
２４ｇの延出方向の基端部との間に隙間が形成されるように配されている。
【００５１】
　さらに、図５、図６等に示すように、外部ハウジング２３には、一対の乗り上げ突起部
２３ｎが設けられている。一対の乗り上げ突起部２３ｎは、外部ハウジング２３の縦幅方
向に配列されている。各乗り上げ突起部２３ｎは、外部ハウジング２３の前端部に形成さ
れている。各乗り上げ突起部２３ｎは、外部ハウジング２３の端板部２３ｄの外面から外
側（縦幅方向に一致する方向）に突出している。
　乗り上げ突起部２３ｎのうち外部ハウジング２３の後側の端部には、外部ハウジング２
３の外側（乗り上げ突起部２３ｎの突出方向）に向かうにしたがって外部ハウジング２３
の前側に傾斜する係合解除用案内面２３ｏが形成されている。また、乗り上げ突起部２３
ｎのうち外部ハウジング２３の前側の端部には、外部ハウジング２３の外側に向かうにし
たがって外部ハウジング２３の後側に傾斜する係合用案内面２３ｐが形成されている。
　本実施形態において、各乗り上げ突起部２３ｎは、外部ハウジング２３の窓部２３ｆに
挿入された係合片２４ｍに対して外部ハウジング２３の横幅方向両側に形成されている。
【００５２】
　また、図１～３に示すように、外部ハウジング２３には、可動側ハウジング３１を受け
側ハウジング２１に嵌合する際に後述する可動側ハウジング３１の差込突起３３ｈを差し
込む一対の差込用切欠２３ｑが形成されている。一対の差込用切欠２３ｑは、外部ハウジ
ング２３の横幅方向に配列されている。各差込用切欠２３ｑは、外部ハウジング２３の前
端から後方側に窪んでいる。各差込用切欠２３ｑは、外部ハウジング胴部２３ａの側板部
２３ｅに形成されている。
【００５３】
　以上のように構成される本実施形態の受け側ハウジング２１において、図１、図３、図
５、図６に示すように、内部ハウジング２４の弾性係止片２４ｄが外部ハウジング２３の
規制係止部２３ｇに係止した状態、すなわち、弾性係止片２４ｄの係止爪２４ｈが外部ハ
ウジング２３の係止面２３ｈに対向している状態では、内部ハウジング２４が外部ハウジ
ング２３に対して後方に移動することが規制される。また、外部ハウジング２３後側に配
置された前進規制突起２４ｊによって、内部ハウジング２４が外部ハウジング２３に対し
て前方に移動することが規制される。
　したがって、内部ハウジング２４の弾性係止片２４ｄが外部ハウジング２３の規制係止
部２３ｇに係止した状態において、内部ハウジング２４は、外部ハウジング２３に対して
その前後方向に移動することが規制され、外部ハウジング２３から外れることがない。
【００５４】
　そして、上記した受け側光コネクタ２０は、取付部材２９によってコネクタ取付壁５１
に取り付けられる。取付部材２９の構成や形状等は任意であってよい。取付部材２９は、
少なくともコネクタ取付壁５１に対する外部ハウジング２３の若干の浮動が許容されるよ
うに、外部ハウジング２３をコネクタ取付壁５１の取付壁窓孔５１ａに係止した状態に保
持すればよい。
　図示例では、取付部材２９が外部ハウジング２３とコネクタ取付壁５１との間に介在し
ている。また、取付部材２９は、外部ハウジング胴部２３ａよりも一回り大きな角筒状に
形成されている。取付部材２９の前端部には、外部ハウジング胴部２３ａの後端部が挿入
された状態に保持される。取付部材２９の後端部は、コネクタ取付壁５１の取付壁窓孔５
１ａに係止する。
【００５５】
　次に、可動側光コネクタ３０の可動側ハウジング３１について説明する。
　図１、図４、図５に示すように、可動側ハウジング３１は、筒状の外部ハウジング３３
（以下、可動側外部ハウジングとも呼ぶ）と、この外部ハウジング３３の内側に収容され
た内部ハウジング３４（以下、可動側内部ハウジングとも呼ぶ）と、を有する。これら外
部ハウジング３３及び内部ハウジング３４は相互に固定されている。
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【００５６】
　図示例の可動側外部ハウジング３３は概略角筒状の外部ハウジング胴部３３ａを有する
。
　外部ハウジング胴部３３ａの中心軸線に直交する外部ハウジング胴部３３ａの断面外形
は長方形状である。以下、可動側光コネクタ３０について、外部ハウジング胴部３３ａの
中心軸線に直交する断面の長手方向を縦幅方向、断面の短手方向を横幅方向として説明す
る。また、可動側光コネクタ３０について、可動側外部ハウジング３３の外部ハウジング
胴部３３ａの中心軸線を前後方向として説明する。
　可動側外部ハウジング３３の外部ハウジング胴部３３ａは、縦幅方向両側の端板部３３
ｄと、横幅方向両側の側板部３３ｅと、を有する（図４（ｂ）参照）。外部ハウジング胴
部３３ａの軸線方向に直交する外部ハウジング胴部３３ａの内側領域の断面は長方形状で
ある。
【００５７】
　図４（ｄ）、図５（ｂ）に示すように、可動側内部ハウジング３４の内側には、第二フ
ェルール３２が収容される。図示例の第二フェルール３２は、具体的には、ＭＴフェルー
ル（ＭＴ形光コネクタ。ＪＩＳ Ｃ ５９８１に制定されるＦ１２形光コネクタ。MT：Mech
anically Transferable）である。
　第二フェルール３２は、光ファイバの先端に取り付けられている。本実施形態における
光ファイバは、単心の光ファイバ心線、あるいは光ファイバ素線といった単心の光ファイ
バであるが、例えば多心の光ファイバテープ心線等であってもよい。第二フェルール３２
には光ファイバの先端部が内挿固定されている。図４（ｄ）に示すように、第二フェルー
ル３２前端（先端）の接合端面３２ａには、第二フェルール３２に内挿固定された光ファ
イバの裸光ファイバ８１ａの先端面が露出している。
【００５８】
　第二フェルール３２には、複数本（例えば４８本）の光ファイバの先端部が内挿固定さ
れている。図５（ｂ）に示すように、第二フェルール３２に内挿固定された複数本の光フ
ァイバのうち第二フェルール３２から後側に延出した部分は、保護チューブ８２に収容さ
れる。第二フェルール３２は、複数本の光ファイバを保護チューブ８２に収容した光ファ
イバユニット８３の先端に設けられている。
【００５９】
　図４（ｄ）、図５（ｂ）に示すように、各第二フェルール３２には、その接合端面３２
ａから後側に窪む一対の位置決め孔３２ｄが設けられている。一対の位置決め孔３２ｄは
、互いに間隔をあけて配されている。一対の位置決め孔３２ｄは、接合端面３２ａのうち
裸光ファイバ８１ａの先端面が露出する領域の両側に配されている。各第二フェルール３
２は、一対の位置決め孔３２ｄの配列方向を可動側内部ハウジング３４の横幅方向に揃え
て、可動側内部ハウジング３４に収容されている。
【００６０】
　一対の位置決め孔３２ｄには、第一フェルール２２及び第二フェルール３２を互いに突
き合わせる際に第一フェルール２２の一対の位置決めピン２２ｄがそれぞれ挿入される（
図７参照）。これにより、第一フェルール２２及び第二フェルール３２が相互に位置決め
される。
　また、位置決め孔３２ｄの内径は、位置決めピン２２ｄの外径と同等に設定されている
。さらに、一対の位置決め孔３２ｄ同士の間隔は、一対の位置決めピン２２ｄ同士の間隔
と同等に設定されている。これにより、一対の位置決めピン２２ｄを一対の位置決め孔３
２ｄにそれぞれ挿入することで、第一フェルール２２及び第二フェルール３２を互いに高
精度に位置決めした状態で突き合わせ接続できる。
【００６１】
　図４（ｄ）、図５（ｂ）に示すように、可動側内部ハウジング３４には、第二フェルー
ル３２を収容するフェルール収容孔３４ａが形成されている。フェルール収容孔３４ａは
、可動側内部ハウジング３４の中心軸線方向に延びて形成されている。フェルール収容孔
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３４ａは、可動側内部ハウジング３４の縦幅方向に互いに離隔する複数箇所（図示例では
二箇所）に形成されている。第二フェルール３２は、この可動側内部ハウジング３４の複
数のフェルール収容孔３４ａにそれぞれ一つずつ収容されている。
【００６２】
　フェルール収容孔３４ａに収容された第二フェルール３２は、所定の範囲内で可動側内
部ハウジング３４の前後方向（フェルール収容孔３４ａの中心軸線方向に一致）に移動自
在である。
　各フェルール収容孔３４ａの内面には、抜き止め突起３４ｂが突設されている。抜き止
め突起３４ｂは、第二フェルール３２が可動側内部ハウジング３４に対してその前側に脱
落することを防ぐ。第二フェルール３２は、その後端部外周に突出するフランジ部３２ｂ
が、抜き止め突起３４ｂにその後側から当接することで、フェルール収容孔３４ａから可
動側内部ハウジング３４前側への脱落が規制される。
　第二フェルール３２の接合端面３２ａ側の前端部は、第二フェルール３２のフランジ部
３２ｂが抜き止め突起３４ｂにその後側から当接したときに、フェルール収容孔３４ａか
ら可動側内部ハウジング３４の前側へ突出した状態となる。
【００６３】
　また、図５（ｂ）に示すように、可動側内部ハウジング３４の各フェルール収容孔３４
ａは、可動側内部ハウジング３４の後端から窪んで形成された後部凹所３４ｐに連通して
いる。各フェルール収容孔３４ａは、後部凹所３４ｐからその前側に延びて形成されてい
る。後部凹所３４ｐには、第二フェルール３２の接合端面３２ａとは反対の後側に配置さ
れたスプリング３６が収容されている。スプリング３６は、第二フェルール３２を可動側
内部ハウジング３４前側に向けて弾性付勢する。
【００６４】
　図５（ｂ）に示す図示例のスプリング３６は、コイルスプリングである。スプリング３
６は、光ファイバユニット８３を挿入させた上で、第二フェルール３２の後側の部分と、
可動側内部ハウジング３４の後端部に固定されたスプリング受け部材３７との間に介装さ
れている。可動側ハウジング３１は、このスプリング受け部材３７も含む。
　スプリング受け部材３７は、光ファイバユニット８３を挿通させるように形成されてい
る。スプリング受け部材３７の後側の端部には径方向内側に突出する環状の受け部３７ａ
が形成されている。スプリング３６は、この受け部３７ａに当接する。本実施形態では、
第二フェルール３２の数に対応する複数（図示例では二つ）のスプリング受け部材３７が
設けられている。複数のスプリング受け部材３７は、複数のフェルール収容孔３４ａの配
列にあわせて、可動側内部ハウジング３４の縦幅方向に配列されている。
【００６５】
　図５（ｂ）に示すように、可動側光コネクタ３０が受け側光コネクタ２０から離脱され
、可動側内部ハウジング３４に対する可動側光コネクタ３０後方への押し込み力が作用し
ていない状態では、第二フェルール３２のフランジ部３２ｂが、スプリング３６の弾性付
勢力によって、抜き止め突起３４ｂにその後側から圧接される。
【００６６】
　以下の説明では、図５（ｂ）に示す可動側内部ハウジング３４に対する第二フェルール
３２の位置、すなわち、フランジ部３２ｂが抜き止め突起３４ｂにその後側から当接する
ときの位置を、初期位置とも呼ぶ。図４（ａ）～（ｄ）に示す可動側光コネクタ３０の第
二フェルール３２は、可動側内部ハウジング３４に対して初期位置にある。
【００６７】
　図５（ｂ）等において、初期位置にある第二フェルール３２は、可動側内部ハウジング
３４の前側から可動側光コネクタ３０の後方への押し込み力によって、スプリング３６を
押し縮めながら初期位置から可動側内部ハウジング３４に対してその後方へ向かって押し
込むことができる。第二フェルール３２の後端部は、第二フェルール３２が初期位置から
可動側内部ハウジング３４に対してその後方へ向かって押し込まれていくに伴い、可動側
内部ハウジング３４の後部凹所３４ｐに押し出されていく（例えば図７（ｂ）参照）。
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　また、可動側内部ハウジング３４に対して初期位置よりも後側へ押し込まれた第二フェ
ルール３２は、可動側内部ハウジング３４後方への押し込み力が解除されると、スプリン
グ３６の弾性付勢力によって初期位置に復帰する。
【００６８】
　図４、図５に示すように、可動側内部ハウジング３４は、フェルール収容孔３４ａが形
成された内部ハウジング本体３４ｃ（以下、可動側内部ハウジング本体とも呼ぶ）と、内
部ハウジング本体３４ｃの外周に設けられた一対の被係合片３４ｄと、を有する。
　本実施形態において、複数のフェルール収容孔３４ａは、それぞれの中心軸線が互いに
平行するように可動側内部ハウジング本体３４ｃに形成されている。また、可動側内部ハ
ウジング３４は、可動側内部ハウジング本体３４ｃのフェルール収容孔３４ａの中心軸線
が、角筒状の外部ハウジング胴部３３ａの中心軸線に平行するように、可動側外部ハウジ
ング３３の内側に収容されている。
【００６９】
　図５（ｂ）等に示すように、可動側内部ハウジング本体３４ｃは、外部ハウジング胴部
２３ａの内面に対応する長方形状の断面外形を以て、フェルール収容孔３４ａの中心軸線
方向に一致する前後方向に延在するハウジングメイン部３４ｅと、このハウジングメイン
部３４ｅから前側に突出する前側筒部３４ｆと、を有する。前述した後部凹所３４ｐはハ
ウジングメイン部３４ｅに形成されている。
【００７０】
　ハウジングメイン部３４ｅは、その前後方向に直交する断面長手方向を、可動側外部ハ
ウジング３３縦幅方向に一致させて、外部ハウジング胴部３３ａ内に収容されている。
　前側筒部３４ｆの縦幅方向の寸法は、ハウジングメイン部３４ｅよりも小さく設定され
ている。縦幅方向に向く前側筒部３４ｆの外面は、縦幅方向に向くハウジングメイン部３
４ｅの外面よりも内側に位置している。
【００７１】
　ハウジングメイン部３４ｅが外部ハウジング胴部３３ａに収容された状態において、複
数のフェルール収容孔３４ａは可動側外部ハウジング３３の縦幅方向に配列される。また
、フェルール収容孔３４ａの前端は、前側筒部３４ｆの前端（可動側内部ハウジング本体
３４ｃの前端）に開口している。また、フェルール収容孔３４ａは、可動側内部ハウジン
グ本体３４ｃの前側筒部３４ｆ前端から後部凹所３４ｐまで、可動側内部ハウジング３４
前後方向に延在形成されている。初期位置に配された第二フェルール３２は、可動側内部
ハウジング本体３４ｃ前側に開口するフェルール収容孔３４ａの開口部から可動側内部ハ
ウジング３４前側に突出する。
【００７２】
　図５（ｂ）等に示すように、一対の被係合片３４ｄは、可動側内部ハウジング本体３４
ｃの縦幅方向に配列されている。一対の被係合片３４ｄは、前述した受け側ハウジング２
１の内部ハウジング２４に設けられた一対の係合片２４ｍにそれぞれ係合することで、可
動側ハウジング３１を内部ハウジング２４に嵌合させる（例えば図７参照）。図示例では
、一対の被係合片３４ｄが、可動側内部ハウジング本体３４ｃの前側筒部３４ｆの縦幅方
向両側に配されている。
【００７３】
　各被係合片３４ｄは、ハウジングメイン部３４ｅの前側の端部から前方側に延出する弾
性延出片３４ｇと、弾性延出片３４ｇの延出方向の先端部に形成された係合孔３４ｈと、
を有する。
　弾性延出片３４ｇは、前側筒部３４ｆの外周に対して間隔をあけて配されている。弾性
延出片３４ｇは、その延出方向の先端部が前側筒部３４ｆの外周に近づく方向及び外周か
ら離れる方向に移動するように、可動側内部ハウジング本体３４ｃに対して弾性変形可能
である。
【００７４】
　係合孔３４ｈには、受け側ハウジング２１の係合片２４ｍが挿入される。これにより、
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可動側ハウジング３１の被係合片３４ｄが受け側ハウジング２１の係合片２４ｍに係合す
る。本実施形態では、受け側ハウジング２１の係合片２４ｍが可動側内部ハウジングの内
側から係合孔３４ｈに挿入される。このため、係合孔３４ｈは、少なくとも弾性延出片３
４ｇのうち前側筒部３４ｆに対向する面から窪んで形成されていればよい。図示例の係合
孔３４ｈは、弾性延出片３４ｇを貫通して形成されている。
【００７５】
　また、各被係合片３４ｄは、被係合片３４ｄを係合片２４ｍに係合させる際、及び、係
合片２４ｍと被係合片３４ｄとの係合を解除する際に、弾性延出片３４ｇを弾性変形させ
るための弾性変形用突起部３４ｉを有する。弾性変形用突起部３４ｉは、弾性延出片３４
ｇのうち前側筒部３４ｆ側の面から突出している。弾性変形用突起部３４ｉは、係合孔３
４ｈよりも弾性延出片３４ｇの延出方向先端側に配されている。
【００７６】
　弾性変形用突起部３４ｉのうち可動側内部ハウジング３４の後側の端部には、可動側内
部ハウジング３４の内側（弾性変形用突起部３４ｉの突出方向）に向かうにしたがって可
動側内部ハウジング３４の前側に傾斜する係合解除用案内面３４ｊが形成されている。ま
た、弾性変形用突起部３４ｉのうち可動側内部ハウジング３４の前側の端部には、可動側
内部ハウジング３４の内側に向かうにしたがって可動側内部ハウジング３４の前側に傾斜
する係合用案内面３４ｋが形成されている。
　図４（ａ）、図４（ｂ）、図５（ａ）に示すように、本実施形態の弾性変形用突起部３
４ｉは、係合孔３４ｈに対して可動側内部ハウジング３４の横幅方向両側に形成されてい
る。
【００７７】
　図５、図６、図８に示すように、弾性変形用突起部３４ｉは、例えば、可動側ハウジン
グ３１を受け側ハウジング２１に嵌合させるために、可動側ハウジング３１を受け側ハウ
ジング２１に向けて前進させた際に、受け側ハウジング２１の乗り上げ突起部２３ｎに乗
り上げることで、弾性延出片３４ｇの延出方向の先端部が前側筒部３４ｆの外周から離れ
る方向に移動するように、弾性延出片３４ｇを弾性変形させる。
【００７８】
　また、図５等に示すように、本実施形態の可動側内部ハウジング３４は、可動側外部ハ
ウジング３３に対する可動側内部ハウジング３４の前後方向への移動を規制する一対の規
制突起３４ｌを有する。一対の規制突起３４ｌは、可動側内部ハウジング本体３４ｃの後
端部から前後方向に直交する方向に突出している。一対の規制突起３４ｌは、可動側内部
ハウジング３４の前後方向に間隔をあけて配列されている。図示例の一対の規制突起３４
ｌは、可動側内部ハウジング本体３４ｃのハウジングメイン部３４ｅに形成されている。
　可動側内部ハウジング３４は、上記した一対の規制突起３４ｌの間に可動側外部ハウジ
ング３３の一部を保持することで可動側外部ハウジング３３に嵌合される。これにより、
可動側内部ハウジング３４が可動側外部ハウジング３３に固定される。
【００７９】
　可動側外部ハウジング３３には、可動側内部ハウジング３４を外部に露出させる一対の
窓部３３ｆ（以下、可動側窓部３３ｆと呼ぶ）が形成されている。一対の可動側窓部３３
ｆは、可動側外部ハウジング３３の縦幅方向に配列されている。本実施形態では、一対の
可動側窓部３３ｆが外部ハウジング胴部３３ａの一対の端板部３３ｄにそれぞれ形成され
ている。各可動側窓部３３ｆは、各端板部３３ｄの厚さ方向に貫通して形成されている。
　各可動側窓部３３ｆには、前述した可動側内部ハウジング３４の被係合片３４ｄが挿入
されている。ただし、被係合片３４ｄの弾性変形用突起部３４ｉは、可動側窓部３３ｆよ
りも可動側外部ハウジング３３の内側に突出している。本実施形態では、被係合片３４ｄ
が可動側内部ハウジング本体３４ｃの前側筒部３４ｆの外側に配されているため、各可動
側窓部３３ｆは、外部ハウジング胴部３３ａの前側の部分に形成されている。
【００８０】
　可動側外部ハウジング３３は、可動側外部ハウジング３３の縦幅方向に配列された一対
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の係止解除片３３ｇを有する。各係止解除片３３ｇは、外部ハウジング胴部３３ａの前端
から受け側ハウジング２１側に向かうように前側に突出している。一対の係止解除片３３
ｇは、外部ハウジング胴部３３ａの一対の端板部３３ｄの各前端から前側に突出している
。
　各係止解除片３３ｇは、前述した可動側窓部３３ｆよりも可動側外部ハウジング３３の
前側に配されている。すなわち、各係止解除片３３ｇは、可動側窓部３３ｆに挿入された
被係合片３４ｄよりも可動側外部ハウジング３３の前側に配されている。
【００８１】
　一対の係止解除片３３ｇは、図７に示すように、受け側ハウジング２１の一対の係合片
２４ｍが可動側ハウジング３１の一対の被係合片３４ｄに係合した状態から、図９、図１
０に示すように、可動側ハウジング３１をさらに受け側ハウジング２１側に移動させるこ
とで、受け側ハウジング２１の一対の弾性係止片２４ｄをそれぞれ弾性的に内側に変位さ
せ、一対の弾性係止片２４ｄと一対の規制係止部２３ｇとの係止状態を解除する。一対の
弾性係止片２４ｄと一対の規制係止部２３ｇとの係止状態を解除する際、一対の係止解除
片３３ｇは一対の弾性係止片２４ｄの被押付突起２４ｉにそれぞれ押し付けられる。
【００８２】
　また、図１、図２、図４に示すように、可動側外部ハウジング３３は、可動側ハウジン
グ３１を受け側ハウジング２１に嵌合する際に受け側ハウジング２１の一対の差込用切欠
２３ｑのそれぞれに差し込む一対の差込突起３３ｈを有する。一対の差込突起３３ｈは、
可動側外部ハウジング３３の横幅方向に配列されている。各差込突起３３ｈは、外部ハウ
ジング胴部３３ａの側板部３３ｅに形成されている。各差込突起３３ｈは、外部ハウジン
グ胴部３３ａの後端側の部分から前方に延出している。側方（横幅方向）から見た各差込
突起３３ｈの寸法は、各差込用切欠２３ｑの寸法に対応している。このため、一対の差込
突起３３ｈを一対の差込用切欠２３ｑにそれぞれ差し込んだ状態では、受け側ハウジング
２１の外部ハウジング２３及び可動側外部ハウジング３３が互いに縦幅方向に位置ずれす
ることを抑制できる。
　本実施形態の差込突起３３ｈは、側板部３３ｅの縦幅方向の両端部に外部ハウジング胴
部３３ａの前端から後方側に窪む一対の切欠を形成することで、これら一対の切欠の間に
形成される。
【００８３】
　上記した可動側光コネクタ３０は、図１、図２、５（ａ）に示すように、可動側外部ハ
ウジング３３の横幅方向がプリントボード６０の厚さ方向に直交するように、すなわち、
外部ハウジング胴部３３ａの一対の側板部３３ｅがプリントボード６０に平行すると共に
一対の側板部３３ｅの一方がプリントボード６０に対向するように、プリントボード６０
に取り付けられる。可動側光コネクタ３０は、取付部材によってプリントボード６０に取
り付けられる。取付部材の構成や形状は任意であってよいが、本実施形態における取付部
材はネジ３９である。
　このため、本実施形態の可動側外部ハウジング３３は、図１、図２、図４、図５に示す
ように、ネジ３９の軸部を挿通させる筒状のネジ挿通部３３ｉを有する。ネジ挿通部３３
ｉは、その軸方向が可動側外部ハウジング３３の横幅方向に一致するように、外部ハウジ
ング胴部３３ａの一対の端板部３３ｄの外面にそれぞれ一体に設けられている。図示例の
ネジ挿通部３３ｉは、外部ハウジング胴部３３ａの後側の部分に配されている。
【００８４】
　また、本実施形態の可動側外部ハウジング３３は、可動側光コネクタ３０をネジ３９に
よってプリントボード６０に固定する前に、可動側光コネクタ３０をプリントボード６０
に対して位置決めするための位置決め突起３３ｊを有する。位置決め突起３３ｊは、外部
ハウジング胴部３３ａの一対の側板部３３ｅに一体に形成され、一対の側板部３３ｅの各
外面から突出している。位置決め突起３３ｊは、各側板部３３ｅに複数（図示例では二つ
）設けられている。
　これにより、可動側光コネクタ３０をプリントボード６０に取り付ける際に、位置決め
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突起３３ｊをプリントボード６０に予め形成された孔（不図示）に挿入することで、プリ
ントボード６０に対する可動側外部ハウジング３３の位置が保持されるため、可動側光コ
ネクタ３０をネジ３９によってプリントボード６０に容易に固定することができる。
【００８５】
　次に、上記した本実施形態の光コネクタ１０において、可動側光コネクタ３０を受け側
光コネクタ２０に装着する際の作用について説明する。
　まず、図５，６に示すように、可動側光コネクタ３０が受け側光コネクタ２０に対して
離脱した状態における受け側光コネクタ２０及び可動側光コネクタ３０について説明する
。
　この状態では、可動側ハウジング３１から離脱した受け側ハウジング２１では、一対の
弾性係止片２４ｄが一対の規制係止部２３ｇに係止されているため、受け側ハウジング２
１の内部ハウジング２４（以下、受け側内部ハウジングとも呼ぶ）の外部ハウジング２３
（以下、受け側外部ハウジングとも呼ぶ）に対する後方側への移動が規制されている。ま
た、受け側内部ハウジング２４の前進規制突起２４ｊが受け側外部ハウジング２３の後側
に配されているため、受け側内部ハウジング２４の受け側外部ハウジング２３に対する前
方側への移動が規制されている。すなわち、離脱状態における受け側ハウジング２１では
、受け側内部ハウジング２４の受け側外部ハウジング２３に対する前後方向への移動が規
制されている。
【００８６】
　また、可動側光コネクタ３０から離脱した受け側光コネクタ２０では、第一フェルール
２２のフランジ部２２ｂが受け側内部ハウジング２４の抜き止め突起２４ｂにその後側か
ら当接している。すなわち、第一フェルール２２が初期位置に配されている。
　さらに、受け側光コネクタ２０から離脱した可動側光コネクタ３０では、第二フェルー
ル３２のフランジ部３２ｂが可動側内部ハウジング３４の抜き止め突起３４ｂにその後側
から当接している。すなわち、第二フェルール３２が初期位置に配されている。
【００８７】
　可動側光コネクタ３０を受け側光コネクタ２０に装着するために、可動側光コネクタ３
０をコネクタ取付壁５１に向けて前進させると、はじめに、図７，８に示すように、可動
側外部ハウジング３３の各係止解除片３３ｇが、受け側内部ハウジング２４（特に弾性延
出片の基端部）と受け側外部ハウジング２３（特に保護用壁部２３ｍ）との隙間に挿入さ
れる。次いで、可動側外部ハウジング３３の一対の差込突起３３ｈが、受け側外部ハウジ
ング２３の一対の差込用切欠２３ｑにそれぞれ挿入される（図２参照）。これにより、可
動側外部ハウジング３３が受け側外部ハウジング２３に対して横幅方向や縦幅方向に位置
ずれすることを抑制できる。
　その後、可動側光コネクタ３０の第二フェルール３２が、受け側光コネクタ２０の第一
フェルール２２に突き合わせ接続される。また、可動側内部ハウジング３４の一対の被係
合片３４ｄが受け側内部ハウジング２４の一対の係合片２４ｍにそれぞれ係合する。これ
により、可動側ハウジング３１が受け側ハウジング２１の受け側内部ハウジング２４に嵌
合する。
【００８８】
　ここで、可動側光コネクタ３０の第二フェルール３２が受け側光コネクタ２０の第一フ
ェルール２２に突き合わせ接続される際には、一対の弾性係止片２４ｄが一対の規制係止
部２３ｇに係止した状態に保持され、受け側内部ハウジング２４の受け側外部ハウジング
２３に対する後方側への移動が規制されている。このため、受け側光コネクタ２０及び可
動側光コネクタ３０のフェルール２２，３２同士は、スプリング２６，３６の弾性付勢力
に基づく適正な突き当て力で突き合わせ接続される。
　また、受け側光コネクタ２０及び可動側光コネクタ３０のフェルール２２，３２同士を
突き合わせ接続する際には、第一フェルール２２の一対の位置決めピン２２ｄが第二フェ
ルール３２の一対の位置決め孔３２ｄにそれぞれ挿入されるため、第一フェルール２２及
び第二フェルール３２が相互に位置決めされる。
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【００８９】
　可動側内部ハウジング３４の被係合片３４ｄと受け側内部ハウジング２４の係合片２４
ｍとの係合は、以下のように実施される。
　可動側光コネクタ３０を受け側光コネクタ２０に向けて前進させると、はじめに、被係
合片３４ｄの弾性変形用突起部３４ｉが、受け側ハウジング２１の乗り上げ突起部２３ｎ
に対して前進方向から当接し、乗り上げ突起部２３ｎ上に乗り上げる。この際には、乗り
上げ突起部２３ｎ及び弾性変形用突起部３４ｉの係合用案内面２３ｐ，３４ｋが互いに当
接するため、弾性変形用突起部３４ｉを滑らかに乗り上げ突起部２３ｎ上に乗り上げさせ
ることができる。弾性変形用突起部３４ｉが乗り上げ突起部２３ｎ上に乗り上げることで
、被係合片３４ｄの弾性延出片３４ｇが受け側内部ハウジング２４の縦幅方向外側に弾性
変形し、被係合片３４ｄの係合孔３４ｈが係合片２４ｍよりも受け側内部ハウジング２４
の縦幅方向外側に位置する。
【００９０】
　その後、可動側光コネクタ３０を受け側光コネクタ２０に向けてさらに前進させること
で、被係合片３４ｄの弾性変形用突起部３４ｉが受け側ハウジング２１の乗り上げ突起部
２３ｎを乗り越えて、乗り上げ突起部２３ｎの後側に到達すると、被係合片３４ｄの弾性
延出片３４ｇが受け側内部ハウジング２４の縦幅方向内側に弾性復帰する。これにより、
係合片２４ｍが被係合片３４ｄの係合孔３４ｈに挿入され、係合片２４ｍと被係合片３４
ｄとが係合する。この係合状態では、前述したスプリング２６，３６の弾性付勢力が、受
け側内部ハウジング２４と可動側ハウジング３１とを相互に引き離す方向に作用するため
、係合片２４ｍが係合孔３４ｈの内面に当接する。
【００９１】
　さらに、可動側光コネクタ３０を受け側光コネクタ２０に装着するためには、上記のよ
うに第二フェルール３２が第一フェルール２２に突き合わせ接続され、かつ、可動側内部
ハウジング３４の被係合片３４ｄが受け側内部ハウジング２４の係合片２４ｍに係合した
後に、図９，１０に示すように、可動側光コネクタ３０をコネクタ取付壁５１に向けてさ
らに前進させる。
　この際には、可動側ハウジング３１の係止解除片３３ｇが、受け側内部ハウジング２４
の弾性係止片２４ｄの被押付突起２４ｉに押し付けられて、弾性係止片２４ｄを縦幅方向
の内側に弾性的に変位させる。ここで、被押付突起２４ｉのうち係止解除片３３ｇが当接
する面は、受け側内部ハウジング２４縦幅方向外側に向かうにしたがって受け側内部ハウ
ジング２４の後方に傾斜しているため、係止解除片３３ｇを被押付突起２４ｉに押し付け
ることで、弾性係止片２４ｄを縦幅方向の内側に容易に変位させることができる。
【００９２】
　弾性係止片２４ｄが縦幅方向の内側に弾性的に変位すると、弾性係止片２４ｄの係止爪
２４ｈが係止面２３ｈよりも受け側外部ハウジング２３の縦幅方向の内側に変位するため
、受け側内部ハウジング２４の弾性係止片２４ｄと受け側外部ハウジング２３の規制係止
部２３ｇとの係止状態が解除される。
　この際には、受け側内部ハウジング２４が、スプリング２６の弾性付勢力によって受け
側外部ハウジング２３に対してその後方側に移動した上で、図１０に示すように、弾性係
止片２４ｄが弾性復帰して弾性係止片２４ｄの係止爪２４ｈが収容凹所２３ｉに入り込む
。
　以上により、受け側光コネクタ２０に対する可動側光コネクタ３０の装着が完了する。
【００９３】
　図９、図１０に示すように、可動側光コネクタ３０を受け側光コネクタ２０に装着した
状態では、受け側内部ハウジング２４及び可動側ハウジング３１が受け側外部ハウジング
２３に対して所定範囲で前後方向に移動自在である。
　受け側内部ハウジング２４及び可動側ハウジング３１は、受け側外部ハウジング２３に
対し、可動側外部ハウジング３３の差込突起３３ｈの先端が受け側外部ハウジング２３の
差込用切欠２３ｑの底部（差込用切欠２３ｑのうち受け側外部ハウジング２３の後方側の
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端部）に当接する位置まで、コネクタ取付壁５１に向けて前進可能である（図２参照）。
また、受け側内部ハウジング２４及び可動側ハウジング３１は、受け側外部ハウジング２
３に対し、弾性係止片２４ｄの係止爪２４ｈが受け側外部ハウジング２３の収容凹所２３
ｉの後側の端部に当接する位置まで、コネクタ取付壁５１から後退可能である。
【００９４】
　また、可動側光コネクタ３０を受け側光コネクタ２０に装着した状態では、可動側内部
ハウジング３４の被係合片３４ｄと受け側内部ハウジング２４の係合片２４ｍとが係合し
、受け側内部ハウジング２４が可動側ハウジング３１に一体に固定されている。このため
、可動側ハウジング３１を受け側外部ハウジング２３に対して所定範囲内で移動させても
、受け側光コネクタ２０及び可動側光コネクタ３０のフェルール２２，３２同士は、スプ
リング２６，３６の弾性付勢力によって突き合わせ接続した状態に保持される。
　したがって、例えば可動側ハウジング３１に対してコネクタ取付壁５１から後退する方
向への外力が不意に作用しても、受け側光コネクタ２０及び可動側光コネクタ３０のフェ
ルール２２，３２同士の突き合わせ接続が解除されることを抑制できる。
【００９５】
　次に、可動側光コネクタ３０を受け側光コネクタ２０から離脱する際の作用について説
明する。
　図９，１０に示す状態から可動側光コネクタ３０を受け側光コネクタ２０から離脱する
ために、可動側光コネクタ３０をガイド壁部から後退させると、はじめに、受け側内部ハ
ウジング２４の係止爪２４ｈの対向面２４ｋが、受け側外部ハウジング２３の収容凹所２
３ｉの対向面２３ｋに対して後退方向から当接する。このため、可動側光コネクタ３０を
コネクタ取付壁５１からさらに後退させると、弾性係止片２４ｄが縦幅方向の内側に弾性
的に変位して、係止爪２４ｈが収容凹所２３ｉから抜け出す。
　次いで、可動側光コネクタ３０をコネクタ取付壁５１からさらに後退させることで、図
７，８に示すように、弾性係止片２４ｄが弾性復帰して、弾性係止片２４ｄの係止爪２４
ｈが受け側外部ハウジング２３の窓部２３ｆに入り込む。これにより、弾性係止片２４ｄ
の係止爪２４ｈが受け側外部ハウジング２３の係止面２３ｈに対向する。すなわち、受け
側内部ハウジング２４の弾性係止片２４ｄが受け側外部ハウジング２３の規制係止部２３
ｇに係止される。
【００９６】
　その後、可動側光コネクタ３０をコネクタ取付壁５１からさらに後退させることで、可
動側内部ハウジング３４の被係合片３４ｄと受け側内部ハウジング２４の係合片２４ｍと
の係合状態が解除される。被係合片３４ｄと係合片２４ｍとの係合解除は、以下のように
実施される。
　図７，８に示す状態から可動側光コネクタ３０をコネクタ取付壁５１から後退させると
、はじめに、被係合片３４ｄの弾性変形用突起部３４ｉが、受け側ハウジング２１の乗り
上げ突起部２３ｎに対して後退方向から当接し、乗り上げ突起部２３ｎ上に乗り上げる。
この際には、乗り上げ突起部２３ｎ及び弾性変形用突起部３４ｉの係合解除用案内面２３
ｏ，３４ｊが互いに当接するため、弾性変形用突起部３４ｉを滑らかに乗り上げ突起部２
３ｎ上に乗り上げさせることができる。弾性変形用突起部３４ｉが乗り上げ突起部２３ｎ
上に乗り上げることで、被係合片３４ｄの弾性延出片３４ｇが受け側内部ハウジング２４
の縦幅方向外側に弾性変形し、被係合片３４ｄの係合孔３４ｈが係合片２４ｍよりも受け
側内部ハウジング２４の縦幅方向外側に位置する。これにより、受け側内部ハウジング２
４の係合片２４ｍが被係合片３４ｄの係合孔３４ｈから抜け出す。
【００９７】
　その後、可動側光コネクタ３０をコネクタ取付壁５１からさらに後退させると、被係合
片３４ｄの弾性変形用突起部３４ｉが受け側ハウジング２１の乗り上げ突起部２３ｎを乗
り越えて、乗り上げ突起部２３ｎの前側に到達し、被係合片３４ｄの弾性延出片３４ｇが
受け側内部ハウジング２４の縦幅方向内側に弾性復帰する。弾性延出片３４ｇが弾性復帰
する位置では、被係合片３４ｄの係合孔３４ｈが係合片２４ｍに対して後退方向にずれて
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位置するため、係合片２４ｍが被係合片３４ｄの係合孔３４ｈに入り込むことはない。
　以上により、可動側内部ハウジング３４の被係合片３４ｄと受け側内部ハウジング２４
の係合片２４ｍとの係合状態が解除され、受け側光コネクタ２０に対する可動側光コネク
タ３０の離脱が完了する。
【００９８】
　以上説明したように、本実施形態の光コネクタ１０では、受け側ハウジング２１におい
て、一対の係合片２４ｍ、一対の弾性係止片２４ｄ及び一対の規制係止部２３ｇが、いず
れも受け側ハウジング２１の縦幅方向に配列されている。また、可動側ハウジング３１に
おいて、一対の被係合片３４ｄ及び一対の係止解除片３３ｇが、いずれも可動側ハウジン
グ３１の縦幅方向に配列されている。
　すなわち、本実施形態の光コネクタ１０によれば、従来のように、受け側内部ハウジン
グ２４と受け側外部ハウジング２３との間に係止解除片３３ｇを挿入するための隙間が、
受け側外部ハウジング２３の横幅方向に配列されない。このため、受け側ハウジング２１
の横幅方向の寸法を小さく設定することができる。したがって、受け側ハウジング２１の
小型化を容易に実現することが可能となる。
【００９９】
　また、本実施形態の光コネクタ１０によれば、受け側内部ハウジング２４の係合片２４
ｍ及び弾性係止片２４ｄが、受け側外部ハウジング２３の窓部２３ｆに挿入されるため、
受け側ハウジング２１の縦幅方向の寸法をより小さく設定することが可能となる。
【０１００】
　さらに、本実施形態の光コネクタ１０によれば、受け側内部ハウジング２４の係合片２
４ｍが弾性係止片２４ｄよりも受け側内部ハウジング２４の前側に配され、可動側ハウジ
ング３１の係止解除片３３ｇが被係合片３４ｄよりも可動側ハウジング３１の前側に配さ
れている。これにより、受け側ハウジング２１の一対の係合片２４ｍ、一対の弾性係止片
２４ｄ及び一対の規制係止部２３ｇ、並びに、可動側ハウジング３１の一対の被係合片３
４ｄ及び一対の係止解除片３３ｇが、それぞれ縦幅方向に配列されても、受け側光コネク
タ２０に対する可動側光コネクタ３０の脱着を容易に実現することができる。
【０１０１】
　また、本実施形態の光コネクタ１０によれば、受け側内部ハウジング２４の被係合片３
４ｄが可動側外部ハウジング３３の可動側窓部３３ｆに挿入されるため、可動側外部ハウ
ジング３３に形成された係止解除片３３ｇを被係合片３４ｄに対して可動側ハウジング３
１の前側に並べて配することができる。また、受け側ハウジング２１の縦幅方向の寸法を
より小さく設定することもできる。
【０１０２】
　〔第二実施形態〕
　次に、本発明に係る光コネクタの第二実施形態について、図１１～１３を参照して説明
する。第二実施形態において、第一実施形態と同様の構成要素には同一の符号を付して詳
細な説明を省略する。
【０１０３】
　図１１～１３に例示する本実施形態の光コネクタ１００は、第一実施形態と同様に、プ
ラグインユニット５０のコネクタ取付壁５１に取り付けられた受け側光コネクタ１２０（
第一光コネクタ）と、プラグインユニット５０に挿脱可能なプリントボード６０に取り付
けられた可動側光コネクタ１３０（第二光コネクタ）と、を備える。
【０１０４】
　図１１に示すように、受け側光コネクタ１２０は、第一実施形態と同様に受け側ハウジ
ング１２１を有する。受け側ハウジング１２１は、第一実施形態と同様に受け側外部ハウ
ジング１２３（外部ハウジング）及び受け側内部ハウジング１２４（内部ハウジング）を
有する。
　受け側内部ハウジング１２４の構成は第一実施形態の受け側内部ハウジング２４と同じ
である。ただし、受け側光コネクタ１２０は、複数（図示例では四つ）の受け側内部ハウ
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ジング１２４を有する。一方、受け側外部ハウジング１２３は、第一実施形態の受け側外
部ハウジング２３と同様の受け側外部ハウジングユニット１２８をその横幅方向に複数（
図示例では四つ）配列すると共に、これら複数の受け側外部ハウジングユニット１２８を
一体に固定して構成されている。このため、受け側外部ハウジング１２３は、その縦幅方
向の寸法が横幅方向の寸法よりも小さい角筒状に形成されている。
【０１０５】
　複数の受け側内部ハウジング１２４は、複数の受け側外部ハウジングユニット１２８に
一つずつ収容されている。すなわち、受け側外部ハウジング１２３内には、複数の受け側
内部ハウジング１２４が受け側外部ハウジング１２３の横幅方向に配列された状態で収容
されている。
　図１３に示すように、受け側光コネクタ１２０は、第一実施形態と同様に、取付部材２
９によってコネクタ取付壁５１の片面側から突出するように取り付けられている。
【０１０６】
　図１２に示すように、可動側光コネクタ１３０は、第一実施形態と同様に可動側ハウジ
ング１３１を有する。可動側ハウジング１３１は、第一実施形態と同様に可動側外部ハウ
ジング１３３及び可動側内部ハウジング１３４を有する。
　可動側内部ハウジング１３４の構成は第一実施形態の可動側内部ハウジング３４と同じ
である。ただし、可動側光コネクタ３０は、複数（図示例では四つ）の可動側内部ハウジ
ング１３４を有する。
　一方、可動側外部ハウジング１３３は、第一実施形態の可動側外部ハウジング３３と同
様の可動側外部ハウジングユニット１３８をその横幅方向に複数（図示例では四つ）配列
すると共に、これら複数の可動側外部ハウジングユニット１３８を一体に固定して構成さ
れている。このため、可動側外部ハウジング１３３は、その縦幅方向の寸法が横幅方向の
寸法よりも小さい角筒状に形成されている。可動側外部ハウジング１３３は、縦幅方向両
側の端板部１３３ｄと、横幅方向両側の側板部１３３ｅを有する。
　複数の可動側内部ハウジング１３４は、複数の可動側外部ハウジングユニット１３８に
一つずつ収容されている。すなわち、可動側外部ハウジング１３３内には、複数の可動側
内部ハウジング１３４が可動側外部ハウジング１３３の横幅方向に配列された状態で収容
されている。
【０１０７】
　この可動側光コネクタ１３０は、可動側外部ハウジング１３３の縦幅方向がプリントボ
ード６０の厚さ方向に直交するように、すなわち、可動側外部ハウジング１３３の一対の
端板部１３３ｄがプリントボード６０に平行すると共に可動側外部ハウジング１３３の一
対の端板部１３３ｄの一方がプリントボード６０に対向するように、プリントボード６０
に取り付けられる。
　これに伴い、本実施形態では、受け側光コネクタ１２０が取り付けられるプラグインユ
ニット５０の一対のガイド壁５２，５３（図１参照）は、受け側外部ハウジング１２３の
横幅方向に配列される。
【０１０８】
　可動側光コネクタ１３０は、第一実施形態と同様に取付部材によってプリントボード６
０に取り付けられる。本実施形態における取付部材はネジ（不図示）である。
　このため、本実施形態の可動側外部ハウジング１３３は、ネジの軸部を挿通させるネジ
挿通部１３３ｉを有する。ネジ挿通部１３３ｉは、その軸方向が可動側外部ハウジング１
３３の横幅方向に一致するように、可動側外部ハウジング１３３の横幅方向両側に設けら
れている。図示例のネジ挿通部１３３ｉは、板状に形成され、プリントボード６０に対向
する可動側外部ハウジング１３３の一方の端板部１３３ｄの外面と同一平面をなすように
配されている。
　また、本実施形態の可動側外部ハウジング１３３は、第一実施形態と同様の位置決め突
起１３３ｊを有する。位置決め突起１３３ｊは、可動側外部ハウジング１３３の横幅方向
両側に設けられている。図示例の位置決め突起１３３ｊは、一方の端板部１３３ｄの外面
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と同一平面をなすネジ挿通部１３３ｉの面から突出しているが、例えば、一方の端板部１
３３ｄの外面から突出してもよい。
【０１０９】
　さらに、図１１～１３に示すように、本実施形態の光コネクタ１００は、可動側光コネ
クタ１３０を受け側光コネクタ１２０に装着する際に、可動側外部ハウジング１３３を受
け側外部ハウジング１２３に対して位置決めするための位置決め構造１４０を有する。位
置決め構造１４０は、可動側外部ハウジング１３３を受け側外部ハウジング１２３の一方
に設けられるハウジング位置決めピン１４１と、可動側外部ハウジング１３３を受け側外
部ハウジング１２３の他方に設けられる位置決めピン挿通部１４２と、を有する。図示例
の光コネクタ１００では、ハウジング位置決めピン１４１が受け側外部ハウジング１２３
に設けられ、位置決めピン挿通部１４２が可動側外部ハウジング１３３に設けられる。
【０１１０】
　ハウジング位置決めピン１４１は、受け側外部ハウジング１２３の横幅方向の両端部に
設けられている。ハウジング位置決めピン１４１は、受け側ハウジング１２１の前端より
も前方に突出するように、受け側ハウジング１２１の前後方向に延びている。また、ハウ
ジング位置決めピン１４１は、受け側外部ハウジング１２３に対して若干の浮動が許容さ
れるように、受け側外部ハウジング１２３に保持されている。
　位置決めピン挿通部１４２は、可動側外部ハウジング１３３の横幅方向の両端部に設け
られている。図示例の位置決めピン挿通部１４２のうち可動側外部ハウジング１３３の前
側の端部は、可動側外部ハウジング１３３の前端よりも後側に位置しているが、これに限
ることはない。
【０１１１】
　以上のように構成される本実施形態の光コネクタ１００において、可動側光コネクタ１
３０を受け側光コネクタ１２０に対して脱着する際の作用は、第一実施形態と同様である
。
　ただし、本実施形態では、可動側光コネクタ１３０を受け側光コネクタ１２０に装着す
るために、可動側光コネクタ１３０をコネクタ取付壁５１に向けて前進させると、はじめ
に、ハウジング位置決めピン１４１が位置決めピン挿通部１４２に挿入される。これによ
り、可動側外部ハウジング１３３が受け側外部ハウジング１２３に対して大まかに位置決
めされる。その後は、第一実施形態と同様に、可動側外部ハウジング１３３の各係止解除
片３３ｇが、受け側内部ハウジング１２４と受け側外部ハウジング２３との隙間に挿入さ
れる等する。
【０１１２】
　本実施形態の光コネクタ１００によれば、第一実施形態と同様の効果を奏する。
　また、本実施形態の光コネクタ１００によれば、第一実施形態と同様に、各受け側ハウ
ジング１２１において、一対の係合片２４ｍ、一対の弾性係止片２４ｄ及び一対の規制係
止部２３ｇが、いずれも受け側ハウジング１２１の縦幅方向に配列されている。また、可
動側ハウジング１３１において、一対の被係合片３４ｄ及び一対の係止解除片３３ｇが、
いずれも可動側ハウジング３１の縦幅方向に配列されている。このため、複数の受け側内
部ハウジング１２４を容易に受け側外部ハウジング１２３の横幅方向に配列することがで
きる。言い換えれば、複数の受け側内部ハウジング１２４を収容する受け側外部ハウジン
グ１２３を容易に製造することができる。
【０１１３】
　以上、本発明の実施形態について図面を参照して詳述したが、各実施形態における各構
成及びそれらの組み合わせ等は一例であり、本発明の趣旨から逸脱しない範囲内で、構成
の付加、省略、置換、およびその他の変更が可能である。
　例えば、上記した第一実施形態若しくは第二実施形態において、前記位置決めピンが前
記第二フェルール３２に設けられ、かつ、前記位置決め孔が前記第一フェルール２２に設
けられてもよい。
【０１１４】
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　前記可動側ハウジングを構成する前記可動側外部ハウジング及び前記可動側内部ハウジ
ングは、例えば一体に形成されてもよい。
【０１１５】
　前記受け側内部ハウジングの前記係合片は、例えば前記受け側内部ハウジングの外周か
ら内側に窪む係合穴を有してもよい。この場合、前記可動側ハウジングの前記被係合片の
延出方向先端部には、前記可動側外部ハウジングの縦幅方向内側に突出し、前記受け側内
側ハウジングの係合穴に挿入される係合突部が形成さればよい。
【０１１６】
　前記受け側光コネクタは、例えば、コネクタ取付壁５１以外のコネクタ支持部材に取り
付けられてもよい。
　前記可動側光コネクタは、例えば、プリントボード６０以外のコネクタ支持部材に取り
付けられてもよい。
　また、前記可動側光コネクタは、例えば、コネクタ支持部材に取り付けられなくてもよ
い。この場合には、作業者が前記可動側光コネクタを把持して、前記可動側光コネクタを
前記受け側光コネクタに対して脱着すればよい。
【０１１７】
　前記光コネクタの具体的構成は、本発明の技術的思想に適合する限り、なんら限定され
るものではない。
【符号の説明】
【０１１８】
１０、１００…光コネクタ、２０、１２０…受け側光コネクタ、２１、１２１…受け側ハ
ウジング（第一ハウジング）、２２…第一フェルール、２２ｄ…位置決めピン、２３、１
２３…外部ハウジング、２３ｆ…窓部、２３ｇ…規制係止部、２４、１２４…内部ハウジ
ング、２４ｄ…弾性係止片、２４ｍ…係合片、３０、１３０…可動側光コネクタ、３１、
１３１…可動側ハウジング（第二ハウジング）、３２…第二フェルール、３２ｄ…位置決
め孔、３３、１３３…可動側外部ハウジング、３３ｇ…係止解除片、３４…可動側内部ハ
ウジング、３４ｄ…被係合片、５１…コネクタ取付壁、６０…プリントボード。
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