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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】送受二心型の光トランシーバと部品の共通化が
可能な単心双方向型の光トランシーバを提供する。
【解決手段】光コネクタが接続され、光送信と光受信と
を行う光トランシーバ１である。光トランシーバ１は、
光コネクタを収容可能な第１のポート１１及び第２のポ
ート１２を有する光レセプタクル３と、光送信を行う送
信デバイス１３ａ及び光受信を行う受信デバイス１３ｂ
を有し、第１のポート１１にのみ光結合されたＢＯＳＡ
１３と、第２のポート１２に挿入され、第２のポート１
２を塞ぐカバー１７と、を備え、カバー１７は、カバー
１７の挿入方向と交差する方向に延びたラッチレバーを
有し、第２のポート１２は、ラッチレバーが引っ掛けら
れて、カバー１７の脱落を防止する係止開口部を有する
。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光コネクタが接続され、光送信と光受信とを行う光トランシーバにおいて、
　前記光コネクタを収容可能な第１のポート及び第２のポートを有する光レセプタクルと
、
　前記光送信を行う送信デバイス及び前記光受信を行う受信デバイスを有し、前記第１の
ポートにのみ光結合された光送受型アセンブリと、
　前記第２のポートに挿入され、前記第２のポートを塞ぐ閉鎖部材と、
を備え、
　前記閉鎖部材は、前記閉鎖部材の挿入方向と交差する方向に延びた第１の係止部を有し
、
　前記第２のポートは、前記第１の係止部が引っ掛けられて、前記閉鎖部材の脱落を防止
する抜け止め部を有する、光トランシーバ。
【請求項２】
　前記抜け止め部は、前記閉鎖部材の挿入方向と直交する方向に開口し、
　前記第２のポートは、前記閉鎖部材が挿入される挿入用開口部と前記抜け止め部とを連
通する切り込み部を有し、
　前記切り込み部の開口幅は、前記抜け止め部の開口幅よりも狭く、
　前記第１の係止部の先端は、前記切り込み部を挟む第１の突起部に当接している、請求
項１に記載の光トランシーバ。
【請求項３】
　前記閉鎖部材は、前記第１の係止部に隣接前記切り込み部に側面を露出する引っ掛け部
を有する、請求項２に記載の光トランシーバ。
【請求項４】
　前記第１の係止部は、前記閉鎖部材の本体部に固定された第１の固定端部と、凹部が設
けられた第２の自由端部とを有し、
　前記閉鎖部材は、前記第１の係止部の延在方向と交差する方向に延びた第２の係止部を
有し、
　前記第２の係止部は、前記本体部に固定された第２の固定端部と、前記第１の係止部の
前記凹部に係止可能な第２の自由端部と、を有し、前記第１の係止部と前記抜け止め部と
の係止状態の解除を規制する、請求項１～３の何れか一項に記載の光トランシーバ。
【請求項５】
　前記閉鎖部材は、前記閉鎖部材の本体部から突出した第２の突起部を有し、
　前記本体部と前記第２の突起部とにより形成される前記閉鎖部材の幅は、前記閉鎖部材
が挿入用開口部に挿入される前において前記閉鎖部材が挿入される挿入用開口部の開口幅
よりも大きく、
　前記第２のポートに挿入された前記閉鎖部材の前記第２の突起部は、前記第２のポート
を画定する面に当接して潰れている、請求項１～４の何れか一項に記載の光トランシーバ
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光通信用信号変換モジュールとしての光トランシーバに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、送信と受信とを同一の光ファイバで波長を違えて行う双方向光トラン
シーバが記載されている。この光トランシーバは、ハウジングの先端に設けられたレセプ
タクル部を有している。レセプタクル部の端面の一部には１個の開口が設けられ、この開
口に光ファイバの先端に装着された光コネクタが挿入される。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－２６４４３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、光モジュールの高密度化及び小型化の要請からいわゆるＳＦＰ＋（Ｓｍａｌ
ｌ　Ｆｏｒｍ　Ｆａｃｔｏｒ　Ｐｌｕｇｇａｂｌｅ）プラットフォームが小型光モジュー
ルの主流になっている。ＳＦＰ＋プラットフォームには、光入出力方式として送信用光フ
ァイバ及び受信用光ファイバを利用する送受二心型と、一本の光ファイバにおいて送信と
受信とを波長を違えて行う単心双方向型とがある。送受二心型を採用するプラットフォー
ムは、二本の光ファイバが接続可能な構成を有している。また、単心双方向型を採用する
プラットフォームは、一本の光ファイバが接続可能な構成を有している。
【０００５】
　機構部品の量産によるコストダウンの観点から有利に部品調達を進展させるためには、
部品の共通化が望まれている。しかし、ＳＦＰ＋プラットフォームにおいて、送受二心型
を採用する場合と、単心双方向型を採用する場合とでは、接続される光ファイバの数が異
なるため、光コネクタ及び光レセプタクルといった構成部品の共通化が難しく、それぞれ
に対応する別形状の部品を準備する必要があった。
【０００６】
　そこで、本発明は、送受二心型の光トランシーバと部品の共通化が可能な単心双方向型
の光トランシーバを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一側面は、光コネクタが接続され、光送信と光受信とを行う光トランシーバに
おいて、光コネクタを収容可能な第１のポート及び第２のポートを有する光レセプタクル
と、光送信を行う送信デバイス及び光受信を行う受信デバイスを有し、第１のポートにの
み光結合された光送受型アセンブリと、第２のポートに挿入され、第２のポートを塞ぐ閉
鎖部材と、を備え、閉鎖部材は、閉鎖部材の挿入方向と交差する方向に延びた第１の係止
部を有し、第２のポートは、第１の係止部が引っ掛けられて、閉鎖部材の脱落を防止する
抜け止め部を有する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、送受二心型の光トランシーバと部品の共通化が可能な単心双方向型の
光トランシーバが提供される。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】第１実施形態に係る光トランシーバの斜視図である。
【図２】上ハウジングを取り外した光トランシーバの斜視図である。
【図３】上ハウジングとホルダを取り外した光トランシーバの斜視図である。
【図４】ＢＯＳＡの斜視図である。
【図５】図１に示されたカバーの斜視図である。
【図６】図１に示されたカバーの断面図である。
【図７】第２のポートにカバーが挿入された光レセプタクルを拡大した斜視図である。
【図８】カバーが挿入された光レセプタクルの平面図である。
【図９】カバーが挿入された光レセプタクルの断面図である。
【図１０】カバーを取り外すときの光レセプタクルの断面図である。
【図１１】第２実施形態に係る光トランシーバの断面を拡大して示す斜視図である。
【図１２】図１１に示されたカバーの側面図である。
【図１３】図１１に示されたカバーの平面図である。
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【図１４】ダンパプルーフをバネ固定溝に嵌め込む様子を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
［本願発明の実施形態の説明］
　最初に本願発明の実施態様を列記して説明する。本願の光トランシーバは、光コネクタ
が接続され、光送信と光受信とを行う光トランシーバである。光トランシーバは、光コネ
クタを本来的に収容可能な第１のポート及び第２のポートを有する光レセプタクルと、光
送信を行う送信デバイス及び光受信を行う受信デバイスを有し、第１のポートにのみ光結
合された光送受型アセンブリと、第２のポートに挿入され、第２のポートを塞ぐ閉鎖部材
と、を備える。閉鎖部材は、閉鎖部材の挿入方向と交差する方向に延びた第１の係止部を
有する。第２のポートは、閉鎖部材の脱落を防止する抜け止め部を有する。
【００１１】
　この光トランシーバによれば、第１のポートのみに光送受型アセンブリが光結合されて
いるため、第１のポートに光コネクタが接続されて光送信及び光受信が行われる。このよ
うな光トランシーバの形態は、いわゆる単心双方向型と呼ばれる。一方、第２のポートに
は光送受型アセンブリが光結合されていないため、第２のポートは光送信及び光受信の機
能を発揮しない。そこで、第２のポートには、第２のポートを塞ぐための閉鎖部材が挿入
されている。この閉鎖部材によれば、光レセプタクルに光コネクタを接続するときに、光
コネクタを第２のポートに誤って接続することを防止できる。さらに、閉鎖部材は、脱落
を防止するための抜け止め部を有しているため、光コネクタの誤接続を確実に防止できる
。そして、光レセプタクルは、本来的に第１のポート及び第２のポートのそれぞれが光コ
ネクタを収容可能であるところ、本トランシーバでは第１のポートのみ単芯の光コネクタ
を収容する。従って、単心双方向型の光トランシーバと、送受二心型の光トランシーバと
で部品が共通化することが可能となり、部品の製造コストを低減することができる。
【００１２】
　また、抜け止め部は、閉鎖部材の挿入方向と直交する方向に開口している。第２のポー
トは、閉鎖部材が挿入される挿入用開口部と抜け止め部とを連通する切り込み部を有する
。切り込み部の開口幅は、抜け止め部の開口幅よりも狭い。第１の係止部の先端は、切り
込み部を挟む第１の突起部に当接している。これらの構造によれば、抜け止め部に対して
第１の係止部を確実に係止させて、意図しない閉鎖部材の脱落を防止できる。
【００１３】
　また、第１の係止部は、閉鎖部材の本体部に固定された第１の固定端部と、凹部が設け
られた第２の自由端部とを有する。閉鎖部材は、第１の係止部の延在方向と交差する方向
に延びた第２の係止部を有する。第２の係止部は、本体部に固定された第２の固定端部と
、第１の係止部の凹部に係止可能な第２の自由端部と、を有し、第１の係止部と抜け止め
部との係止状態の解除を規制する。これらの構造によれば、抜け止め部への第１の係止部
の係止状態を確実に維持することが可能になる。従って、閉鎖部材の取り外しを効果的に
抑制することができる。
【００１４】
　また、閉鎖部材は、閉鎖部材の本体部から突出した第２の突起部を有する。本体部と第
２の突起部とにより形成される閉鎖部材の幅は、閉鎖部材が挿入される挿入用開口部の開
口幅よりも大きい。第２のポートに挿入された閉鎖部材の第２の突起部は、第２のポート
を画定する面に当接して潰れている。これらの構造によれば、第２のポートに挿入された
閉鎖部材のがたつきを防止することができる。
【００１５】
［本願発明の実施形態の詳細］
＜第１実施形態＞
　本発明に係る光トランシーバの具体例を、以下に図面を参照しつつ説明する。なお、本
発明はこれらの例示に限定されるものではなく、特許請求の範囲によって示され、特許請
求の範囲と均等の意味及び範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。また、
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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。
【００１６】
　ここで、図面において、「前後方向」、「上下方向」及び「左右方向」の語は、図示す
る状態に基づく便宜的なものである。また、以下の説明において、前方向はカバー１７を
取り外すときの引き抜き方向である。後方向はカバー１７を取り付けるときの挿入方向で
ある。左方向及び右方向は、第１のポート１１と第２のポート１２とが並設された方向で
ある。上方向及び下方向は、前後方向及び左右方向のそれぞれに直交する方向である。
【００１７】
　図１に示されるように、光トランシーバ１は、光軸Ａ１に沿った方向に延在する直方体
状のハウジング２を有している。ハウジング２は、下ハウジング４（Ｌ－ｈｏｕｓｉｎｇ
）と、下ハウジング４に取り付けられて蓋となる上ハウジング６（Ｕ－ｈｏｕｓｉｎｇ）
とを有している。
【００１８】
　図２及び図３に示されるように、下ハウジング４は、回路基板等を収容する収容部９と
、光コネクタ（不図示）を接続するための光レセプタクル３とを有している。なお、図２
では上ハウジング６の図示を省略している。また、図３では上ハウジング６及びホルダ７
の図示を省略している。収容部９には、回路基板等を固定するためのホルダ７（ＰＣＢ　
ｈｏｌｄｅｒ）が取り付けられている。また、光レセプタクル３と収容部９との間には、
光レセプタクル３を電磁的に塞ぐシールドの役割を果たす金属製のシールド板８（ｓｈｉ
ｅｌｄ　ｐｌａｔｅ）が取り付けられている。
【００１９】
　光レセプタクル３は、下ハウジング４の前端部に設けられ、第１のポート１１と、第２
のポート１２とを有している。ここで、光トランシーバ１を単心双方向型の構成とする場
合には、第１のポート１１が送受信用ポートとして機能し、第２のポート１２がダミーポ
ートとして機能する。なお、ハウジング２を送受二心型の光トランシーバに利用する場合
には、第１のポート１１が送信用ポートとして機能し、第２のポート１２が受信用ポート
として機能する。
【００２０】
　下ハウジング４の収容部９には、送受光素子が搭載されたＢＯＳＡ（Ｂｉ－ｄｉｒｅｃ
ｔｉｏｎａｌ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｓｕｂ－Ａｓｓｅｍｂｌｙ）１３と、送受光素子を駆動
する電子回路が搭載されたＰＣＢＡ（Ｐｒｉｎｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ　Ｂｏａｒｄ　Ａ
ｓｓｅｍｂｌｙ）１４とが収容されている。ＢＯＳＡ１３とＰＣＢＡ１４とは、ＦＰＣ（
Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　Ｐｒｉｎｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔｓ）１６を介して互いに電気的に接
続されている（図３参照）。
【００２１】
　図４に示されるように、ＢＯＳＡ１３は、円筒形をなしており、その光軸Ａ１に沿った
線上に送信デバイス１３ａが搭載され、光軸Ａ１と垂直をなす別の光軸Ａ２上に受信デバ
イス１３ｂとプリアンプとが搭載されている。また、電気的入出力及び給電を行うための
複数の端子１３ｃが受信デバイス１３ｂにおける光軸Ａ２と交差する面上に配置されてい
る。また、送信デバイス１３ａにおける光軸Ａ１と交差する面上にも複数の端子（不図示
）が配置されている。送信デバイス１３ａと受信デバイス１３ｂとは、いわゆるＣＡＮ型
のパッケージ（ＰＫＧ）を有する。そして、送信デバイス１３ａの光軸Ａ１と、受信デバ
イス１３ｂの光軸Ａ２との交差点ＡＰには、それぞれの光軸Ａ１と光軸Ａ２に対して４５
°の角度をなすように波長分割フィルタ（不図示）が配置されている。
【００２２】
　図３に示されるように、ＦＰＣ１６は、ＰＣＢＡ１４側では送信側と受信側が一体とな
ってＰＣＢＡ１４に接続されている。一方、ＦＰＣ１６の両デバイス側は、二股に分離し
て、送信デバイス１３ａ及び受信デバイス１３ｂのステム１３ｅのそれぞれに接続されて
いる。ステム１３ｅは、信号及び電源のための端子１３ｃ（図４参照）を有する円板状部
材である。ＦＰＣ１６の送信部１６ａはＰＣＢＡ１４側から直線状に延伸している。なお
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、その断面はヘアピン状に曲げられている。一方、ＦＰＣ１６の受信部１６ｂは、受信デ
バイス１３ｂの光軸Ａ２が送信デバイス１３ａの光軸Ａ１と９０°の角度をなしているた
め（図４参照）、ＰＣＢＡ１４とステム１３ｅとの間でクランク形状をなしている。すな
わち、受信デバイス１３ｂのステム１３ｅから延在する端子１３ｃの延在方向がＦＰＣ１
６の延伸方向と９０°異なっている。従って、ＰＣＢＡ１４の接続端と受信デバイス１３
ｂの接続端はオフセットした位置にある。
【００２３】
　ここで、光トランシーバ１は単心双方向型の構成であるので、第２のポート１２がダミ
ーポートになる。従って、光トランシーバ１の実使用時において第２のポート１２への光
コネクタの誤挿入を防止することが望ましい。また、組立製造時に部品の組込み間違いが
発生しないようにする工夫が必要である。そこで、光トランシーバ１では、第２のポート
１２への誤挿入を防止するために、カバー１７が第２のポート１２へ挿入されている。
【００２４】
　なお、第２のポート１２は、ＢＯＳＡ１３の送信デバイス１３ａ及び受信デバイス１３
ｂと光学的に接続されていない。従って、光コネクタを第２のポート１２に挿入したとし
ても、送信デバイス１３ａ及び受信デバイス１３ｂ等の光部品及び電子部品に信号は入力
されない。従って、光コネクタを第２のポート１２に挿入したとしても、光トランシーバ
１に搭載された光部品及び電子部品にダメージを与えることはない。同様に、光コネクタ
の他方側に接続されている光学部品、あるいは、相手方の光トランシーバの光／電子部品
にダメージを与えることもない。要するに、正常な通信機能が実現されないだけである。
【００２５】
　図５に示されるように、カバー１７は、３個の要素から構成されている。すなわち、カ
バー１７は、光レセプタクル３の第２のポート１２に嵌め込まれるカバー本体部１８と、
第２のポート１２への深さ方向（前後方向）においてカバー本体部１８の位置決めをする
一対のメカニカルストッパ１９と、第２のポート１２からの抜けを防止するラッチレバー
（第１の係止部）２６（図９参照）と、を有している。
【００２６】
　カバー本体部１８は、第２のポート１２の内法寸法に対して数１０μｍほど小さい外形
寸法を有している。カバー本体部１８は、断面Ｈ状の形状を有している。より詳細には、
カバー本体部１８は、光軸Ａ１の方向（前後方向）を長手方向とするウエブ１８ａと、ウ
エブ１８ａの両端面のそれぞれに設けられたリブ１８ｂ（ｌｉｂ）とを有している。この
ようなカバー本体部１８では、ウエブ１８ａと一対のリブ１８ｂとにより空洞（ｈｏｌｌ
ｏｗ）が画成されている。カバー本体部１８の形状によれば、必要な材料を低減すること
により部品コストを削減しつつ、カバー１７の剛性を確保することが可能になる。
【００２７】
　リブ１８ｂの前方寄りの側面には、第２のポート１２の内側面１２ａに向かう方向に突
出した一対の突起１８ｃが設けられている。図６に示されるように、突起１８ｃの先端同
士の幅Ｗ２は、第２のポート１２の開口幅Ｗ１よりも大きくなっている。そして、突起１
８ｃは、カバー１７が第２のポート１２へ挿入されたとき、突起１８ｃの先端が潰れるク
ラッシュリブとして機能する。この突起１８ｃによれば、第２のポート１２とカバー本体
部１８との間におけるがたつきの発生を抑制できる。
【００２８】
　図５に示されるように、カバー本体部１８の前端部には、蓋部２２（ｌｉｄ）が設けら
れている。この蓋部２２には、第２のポート１２の形状に適合するように球面状の掘り込
み部２２ａ（ｃｕｔ）が設けられている。掘り込み部２２ａによれば、光トランシーバ１
を別の装置から取り外す際に用いられるレバー５に指でアクセスしやすくなる。
【００２９】
　蓋部２２には、第２のポート１２の内側面１２ａ（図６参照）に向かう方向に突出した
一対のメカニカルストッパ１９が設けられている。メカニカルストッパ１９は、第２のポ
ート１２内における前後方向に沿ったカバー１７の位置を規定するものである。第１のポ



(7) JP 2015-166762 A 2015.9.24

10

20

30

40

50

ート１１及び第２のポート１２の下部には、一対の位置決め溝２３がそれぞれに設けられ
ている（図７参照）。位置決め溝２３にメカニカルストッパ１９が挿入される。そして、
位置決め溝２３の深さとメカニカルストッパ１９の長さとを適宜設定することにより、前
後方向に沿ったカバー１７の位置が規定される。この位置決め溝２３とメカニカルストッ
パ１９とによれば、カバー１７が光レセプタクル３内に必要以上に深く挿入されることが
防止される。
【００３０】
　光レセプタクル３には、カバー１７を係止するためのラッチ機構が必要である。そこで
、図８に示されるように、光トランシーバ１は、カバー１７に設けられたラッチレバー２
６（ｌａｔｃｈ―ｌｅｖｅｒ）と、第２のポート１２に設けられた係止開口部２８（ｌａ
ｔｃｈ）と、により構成された脱落防止部２１を有している。なお、第１のポート１１に
も係止開口部２８が設けられている。第１のポート１１の係止開口部２８は、光コネクタ
の係止に利用される。
【００３１】
　第２のポート１２には、光コネクタが挿入される挿入用開口部２５と、第２のポート１
２に挿入される部品を係止するための係止開口部２８とが設けられている。挿入用開口部
２５は、前方側に開口している。また係止開口部２８は、上方側に開口している。すなわ
ち、係止開口部２８は、第２のポート１２の延在方向（前後方向）と交差する方向（上下
方向）に開口している。そして、第２のポート１２には、挿入用開口部２５と係止開口部
２８とを連通させる切り込み部２９が設けられている。具体的には、挿入用開口部２５と
係止開口部２８との間には、切り込み部２９と、切り込み部２９を挟むように突出した一
対の係止突起部２４とが設けられている。切り込み部２９の開口幅Ｗ３は、挿入用開口部
２５の開口幅Ｗ４よりも小さい。また、切り込み部２９の開口幅Ｗ３は、係止開口部２８
の開口幅Ｗ５よりも小さい。
【００３２】
　図９に示されるように、ラッチレバー２６は、上側のリブ１８ｂに取り付けられた片持
ち梁状の構造を有している。ラッチレバー２６は、カバー本体部１８の後方において固定
端部２６ａがリブ１８ｂに固定され、前方斜め上に向かって延在している。すなわち、ラ
ッチレバー２６は、カバー本体部１８の後方から前方に延在すると共にリブ１８ｂの上面
から上方に向かって延在している。換言すると、ラッチレバー２６は、挿入方向に向かう
固定端部２６ａでカバー本体部１８に固定され、後方から前方に沿って立ち上がっている
。このような形状によれば、ラッチレバー２６の自由端部２６ｂを上下方向に移動させる
ことが可能になる。ラッチレバー２６の自由端部２６ｂには、係止突起部２４に当接する
当接部２７が設けられている。当接部２７の一部は、係止突起部２４の下面２４ａよりも
上に位置している。
【００３３】
　図８に示されるように、この当接部２７の幅Ｗ６は、ラッチレバーの腕部２６ｃの幅Ｗ
７よりも大きい。また、当接部２７の幅Ｗ６は、係止突起部２４間に設けられた切り込み
部２９の開口幅Ｗ３よりも大きく、係止開口部２８の開口幅Ｗ５よりも僅かに小さい。
【００３４】
　係止突起部２４とラッチレバー２６との関係についてさらに説明する。光レセプタクル
３の上面には係止開口部２８が設けられている。そして、光レセプタクル３は、係止開口
部２８を光レセプタクル３の前方において開口させるように設けられた切り込み部２９を
有している。切り込み部２９により残された部分（すなわち切り込み部２９の両側）は、
係止開口部２８よりもせり出した係止突起部２４である。ラッチレバー２６の当接部２７
の幅Ｗ６はこの切り込み部２９の開口幅Ｗ３よりも大きい。従って、カバー１７が光レセ
プタクル３の第２のポート１２に挿入されると、ラッチレバー２６の当接部２７の両側部
分が、この係止突起部２４に当接する。さらに、ラッチレバー２６の当接部２７が係止開
口部２８に嵌る。
【００３５】
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　メカニカルストッパ１９が位置決め溝２３の底部に当接するまでカバー１７が第２のポ
ート１２に挿入された状態では、図９に示されるように、ラッチレバー２６の当接部２７
と係止突起部２４との間には僅かな隙間Ｓが形成されている。この隙間Ｓによれば、係止
突起部２４とラッチレバー２６とによる係合構造を容易に実現することが可能になる。具
体的には、まず、カバー１７が挿入される初期段階では、ラッチレバー２６の当接部２７
が係止突起部２４の下面に押さえつけられた状態で挿入される。続いて、カバー１７が最
深部まで挿入されると、ラッチレバー２６の当接部２７は係止開口部２８に位置する。具
体的には、当接部２７と係止突起部２４との間には隙間Ｓが形成されるので、当接部２７
は係止突起部２４により押さえつけられることがなくなる。従って、ラッチレバー２６の
弾性力でラッチレバー２６はその位置を回復する。そして、回復した位置において、ラッ
チレバー２６の当接部２７が係止突起部２４に当接する高さになっている。従って、光レ
セプタクル３からのカバー１７の脱落が防止される。さらに、カバー１７を光レセプタク
ル３に装着した後、誤操作等による取り外しを防止するため、ラッチレバー２６へのアク
セスをし難くしている。
【００３６】
　ところで、昨今の電子部品のトレンドとして、部品廃却時のリサイクル性が挙げられる
。このためには、必要に際して部品が容易に分解でき、材料の分別が可能となるような配
慮が不可欠である。しかし、カバー１７はそもそも外れにくいように構成されており、分
解容易性の相反する要求を満たすことは困難となる。そこで、図１０に示されるように、
カバー１７には、工具Ｔ１，Ｔ２の支援の下で取り外しを容易にするための引っ掛け部３
０が設けられている。引っ掛け部３０は、カバー１７の前方上部であって、当接部２７に
隣接しており、また、図８を参照すると、当該引っ掛け部３０の側面は切込み部内に露出
している。カバー１７を取り外す場合には、当接部２７を工具Ｔ２で下方に押し下げつつ
、引っ掛け部３０の上記露出した側面にカギ状の工具Ｔ１を引っ掛けて引っ張ることでカ
バー１７を取り外す。すなわち、この取り外し作業では、工具Ｔ１とは別の工具Ｔ２を用
いてラッチレバー２６を押し下げる、又は、ラッチレバー２６と係止突起部２４との係止
を解除した状態を維持して引き抜き作業を行う。
【００３７】
　なお、このカバー１７を取り外す作業の目的は、光トランシーバ１を構成する部品の再
利用ではなく分別である。従って、取り外し作業において、ラッチレバー２６が破損され
ても取り外し作業の目的は達成できる。上記構成により、光トランシーバ１の部品を共通
化することで低コスト化を図り、実使用時の誤使用、製造時のミス等を防止し、かつリサ
イクル性を確保する製品構成が実現可能となる。
【００３８】
　本実施形態に係る光トランシーバ１は、光コネクタが接続され、光送信と光受信とを行
う。光トランシーバ１は、光コネクタを収容可能な第１のポート１１及び第２のポート１
２を有する光レセプタクル３と、光送信を行う送信デバイス１３ａ及び光受信を行う受信
デバイス１３ｂを有し、第１のポート１１にのみ光結合されたＢＯＳＡ１３と、第２のポ
ート１２に挿入され、第２のポート１２を塞ぐカバー１７と、を備える。カバー１７は、
カバー１７の挿入方向（前後方向）と交差する方向に延びたラッチレバー２６を有する。
第２のポート１２は、ラッチレバー２６が引っ掛けられて、カバー１７の脱落を防止する
係止開口部２８を有する。
【００３９】
　この光トランシーバ１によれば、第１のポート１１のみにＢＯＳＡ１３が光結合されて
いるため、第１のポート１１に光コネクタが接続されて光送信及び光受信が行われる。こ
のような光トランシーバ１の形態は、いわゆる単心双方向型と呼ばれる。一方、第２のポ
ート１２にはＢＯＳＡ１３が光結合されていないため、第２のポート１２は光送信及び光
受信の機能を発揮しない。そこで、第２のポート１２には、第２のポート１２を塞ぐため
のカバー１７が挿入されている。このカバー１７によれば、光レセプタクル３に光コネク
タを接続するときに、光コネクタを第２のポート１２に誤って接続することを防止できる
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。さらに、光トランシーバ１は、脱落を防止するための係止開口部２８を有しているため
、光コネクタの誤接続を確実に防止できる。そして、光レセプタクル３は、第１のポート
１１及び第２のポート１２のそれぞれが光コネクタを収容可能である。従って、単心双方
向型の光トランシーバ１と、送受二心型の光トランシーバとで部品が共通化することが可
能となり、部品の製造コストを低減することができる。
【００４０】
　また、係止開口部２８は、カバー１７の挿入方向（前後方向）と直交する方向（上下方
向）に開口している。第２のポート１２は、カバー１７が挿入される挿入用開口部２５と
係止開口部２８とを連通する切り込み部２９を有する。切り込み部２９の開口幅Ｗ３は、
係止開口部２８の開口幅Ｗ５よりも狭い。ラッチレバー２６の自由端部２６ｂは、切り込
み部２９を挟む係止突起部２４に当接している。これらの構造によれば、係止開口部２８
に対してラッチレバー２６を確実に係止させて、意図しないカバー１７の脱落を防止でき
る。
【００４１】
　また、カバー１７は、カバー本体部１８から突出した突起１８ｃを有する。カバー本体
部１８と突起１８ｃとにより形成されるカバー１７の幅Ｗ２は、第２のポート１２の開口
幅Ｗ１よりも大きい。第２のポート１２に挿入されたカバー１７では、突起１８ｃが第２
のポート１２を画定する内側面１２ａに当接して潰れている。これらの構造によれば、第
２のポート１２に挿入されたカバー１７のがたつきを防止することができる。
【００４２】
　また、カバー１７は、プラスチックから構成され、安価に供給できるよう金型で成形さ
れている。従って、ハウジング２を個別に準備するよりも極めて低コストに部材を準備す
ることが可能である。そして、カバー１７を組立工程の初期段階で筐体に取り付けること
により、以降の組立ミス等を防止することが可能になる。また、カバー１７によれば、異
物混入や実使用時の光コネクタ誤挿入の課題を解決することができる。
【００４３】
＜第２実施形態＞
　図９に示されるように、第１実施形態の光トランシーバ１では、ラッチレバー２６の当
接部２７が係止開口部２８内に配置されている。そして、当接部２７は、係止開口部２８
から突出していない。従って、ラッチレバー２６と係止突起部２４との係合状態を解除し
難くし、カバー１７を光レセプタクル３から取り外しをし難くしている。
【００４４】
　しかし、ラッチレバー２６を係止開口部２８内で押し込めば係合状態が解除されるため
、故意に外そうとすればカバー１７を取り外すことは可能である。さらに、ラッチレバー
２６を押し込む操作は、特段の手段や方法を要しない。例えば、ピンセット等の先端でラ
ッチレバー２６を押し込むことによりラッチレバー２６と係止突起部２４との係合状態が
解除され、カバー１７を取り外すことができる。そこで、第２実施形態の光トランシーバ
１Ａは、カバー１７の取り外しを効果的に抑制するためのダンパ・プルーフ機構を備えて
いる。
【００４５】
　図１１に示されるように、カバー１７Ａは、上下方向に延在するダンパプルーフ３１と
、ラッチレバー２６の自由端部２６ｂに設けられたバネ固定溝（凹部）３２と、を有して
いる。
【００４６】
　図１２に示されるように、ダンパプルーフ３１は、側面視して、ラッチレバー２６の当
接部２７と蓋部２２との間に配置されている。ダンパプルーフ３１は、固定端部３１ａが
下側のリブ１８ｂに接続され、自由端部３１ｂが上側のリブ１８ｂよりも上方に位置して
いる。このようなダンパプルーフ３１では、自由端部３１ｂが前後方向に揺動可能である
。ダンパプルーフ３１は、ラッチレバー２６の幅Ｗ７よりも小さい幅Ｗ８を有する板状部
材である（図１３参照）。また、ダンパプルーフ３１の自由端部３１ｂには、ラッチレバ
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ー２６に向かう方向に沿って傾斜するテーパ３１ｃが設けられている。
【００４７】
　バネ固定溝３２は、当接部２７の下面２７ａに設けられている。バネ固定溝３２には、
ダンパプルーフ３１の自由端部３１ｂが嵌め込まれる。バネ固定溝３２は、挿入側突起３
３と受け側突起３４とにより構成されている。この挿入側突起３３は、前方に向かって傾
斜するテーパ３３ａを有している。バネ固定溝３２の幅Ｗ９（挿入側突起３３と受け側突
起３４との間隔）は、ダンパプルーフ３１の板厚Ｗ１０よりも大きい。
【００４８】
　ダンパプルーフ３１は、カバー１７Ａが第２のポート１２に取り付けられていない状態
では、ラッチレバー２６が光レセプタクル３に係合するための動き（上下方向の動き）を
規制しない位置にある。すなわち、ラッチレバー２６の当接部２７よりも前方の位置にあ
る。そして、ラッチレバー２６が光レセプタクル３に挿入された後に、ダンパプルーフ３
１をラッチレバー２６側に変形させるように力を与える。
【００４９】
　図１４に示されるように、光レセプタクル３の前方からダンパプルーフ３１の幅と同程
度の板３６を挿し込み、ダンパプルーフ３１の自由端部３１ｂを押す（図１４（ａ）参照
）。ダンパプルーフ３１をラッチレバー２６側に変形させると、ダンパプルーフ３１のテ
ーパ３１ｃが、ラッチレバー２６のテーパ３３ａに接触する（図１４（ｂ）参照）。ダン
パプルーフ３１をさらに変形させると、挿入側突起３３はテーパ３１ｃとテーパ３３ａと
の接触により上に持ち上げられる。そして、ダンパプルーフ３１は、挿入側突起３３を乗
り越え、バネ固定溝３２に嵌る（図１４（ｃ）参照）。すなわち、ダンパプルーフ３１は
、自由端部３１ｂがラッチレバー２６のバネ固定溝３２に嵌ることが可能な程度の長さを
有している。
【００５０】
　ラッチレバー２６は、カバー本体部１８に固定された固定端部２６ａと、バネ固定溝３
２が設けられた自由端部２６ｂとを有する。カバー１７Ａは、ラッチレバー２６の延在方
向と交差する方向に延びたダンパプルーフ３１を有する。ダンパプルーフ３１は、カバー
本体部１８に固定された固定端部３１ａと、ラッチレバー２６のバネ固定溝３２に係止可
能な自由端部３１ｂと、を有し、ラッチレバー２６と係止開口部２８との係止状態の解除
を規制する。
【００５１】
　これらの構造によれば、係止開口部２８へのラッチレバー２６の係止状態を確実に維持
することが可能になる。従って、カバー１７Ａの取り外しを効果的に抑制することができ
る。すなわち、ダンパプルーフ３１の自由端部３１ｂがラッチレバー２６のバネ固定溝３
２に嵌った状態では、ラッチレバー２６の係合状態を解除するために下方向に押そうとし
ても、ダンパプルーフ３１が抵抗する。従って、ダンパプルーフ３１を破損せずに解除す
ることは困難になる。すなわち、解除にはダンパプルーフ３１の破損を伴うため、カバー
１７が脱落したときの経緯を明らかにすることができる。
【００５２】
　本発明は、前述した実施形態に限定されず、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変
形が可能である。
【符号の説明】
【００５３】
１，１Ａ…光トランシーバ、２…ハウジング、３…光レセプタクル、４…下ハウジング、
５…レバー、６…上ハウジング、７…ホルダ、８…シールド板、９…収容部、１１…第１
のポート、１２…第２のポート、１２ａ…内側面、１３…ＢＯＳＡ（光送受型アセンブリ
）１３ａ…送信デバイス、１３ｂ…受信デバイス、１３ｃ…端子、１３ｅ…ステム、１６
ａ…送信部、１６ｂ…受信部、１７，１７Ａ…カバー（閉鎖部材）、１８…カバー本体部
（本体部）、１８ａ…ウエブ、１８ｂ…リブ、１８ｃ…突起（第２の突起部）、１９…メ
カニカルストッパ、２１…脱落防止部、２２…蓋部、２２ａ…掘り込み部、２３…溝、２
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４…係止突起部（第１の突起部）、２４ａ…下面、２５…挿入用開口部、２６…ラッチレ
バー（第１の係止部）、２６ａ…固定端部、２６ｂ…自由端部、２６ｃ…腕部、２７…当
接部、２７ａ…下面、２８…係止開口部（抜け止め部）、２９…切り込み部、３０…引っ
掛け部、３１…ダンパプルーフ（第２の係止部）、３１ａ…固定端部、３１ｂ…自由端部
、３１ｃ…テーパ、３２…バネ固定溝（凹部）、３３…挿入側突起、３３ａ…テーパ、３
４…側突起、３６…板、Ａ１，Ａ１…光軸、ＡＰ…交差点、Ｓ…隙間、Ｔ１，Ｔ２…工具
、Ｗ１，Ｗ３，Ｗ４，Ｗ５…開口幅、Ｗ２，Ｗ６，Ｗ７，Ｗ８，Ｗ９…幅、Ｗ１０…板厚
。

【図１】 【図２】
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