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(57)【要約】
【課題】ハウジングを取付穴に取り付けるために必要な
部品点数の削減や、サイズの小型化が可能な光コネクタ
を提供する。
【解決手段】光ファイバ１を内挿固定するフェルールを
保持するレセプタクルハウジング２０と、その外面２４
ａから突出するフランジ２２と、前記外面２４ａに沿っ
て、フランジ２２から延在する弾性変形部２３ａと、弾
性変形部２３ａから前記外面２４ａとは反対側に突出す
る係止用突起部２３ｂと、を備え、フランジ２２、弾性
変形部２３ａ、及び係止用突起部２３ｂが、レセプタク
ルハウジング２０と一体に成形され、フランジ２２と係
止用突起部２３ｂの間に取付壁部２の取付穴２ａの周縁
部を挟持することにより取付壁部２に取り付け可能であ
り、弾性変形部２３ａを前記外面２４ａに向けて弾性変
形させることにより取付壁部２の取付穴２ａの周縁部か
ら係止用突起部２３ｂの係止を解除可能である、光コネ
クタレセプタクル１０。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光ファイバを内挿固定するフェルールと、
　前記フェルールを保持するレセプタクルハウジングと、
　前記レセプタクルハウジングの外面から突出するフランジと、
　前記レセプタクルハウジングの前記外面に沿って、前記フランジから延在する弾性変形
部と、
　前記弾性変形部から前記レセプタクルハウジングの外面とは反対側に突出する係止用突
起部と、
を備え、
　前記フランジ、弾性変形部、及び係止用突起部が、前記レセプタクルハウジングと一体
に成形され、
　前記フランジと前記係止用突起部の間に取付壁部の取付穴の周縁部を挟持することによ
り前記取付壁部に取り付け可能であり、前記弾性変形部を前記レセプタクルハウジングの
前記外面に向けて弾性変形させることにより前記取付壁部の取付穴の周縁部から前記係止
用突起部の係止を解除可能である、光コネクタレセプタクル。
【請求項２】
　前記弾性変形部が、前記フランジから片持ち状に延在する、請求項１に記載の光コネク
タレセプタクル。
【請求項３】
　前記係止用突起部は、前記フランジに対して、他のコネクタが挿入されるコネクタ挿入
部の側に形成した、請求項１に記載の光コネクタレセプタクル。
【請求項４】
　前記係止用突起部が、前記係止用突起部を押圧する治具の押圧面から突出する突起を挿
入するための凹部を有する、請求項１に記載の光コネクタレセプタクル。
【請求項５】
　前記光ファイバが多心のテープ化された部分を有する、請求項１に記載の光コネクタレ
セプタクル。
【請求項６】
　前記レセプタクルハウジングは、前記フェルールを付勢するスプリングと、前記スプリ
ングを受けるスプリング押しが収容される内部機構収容部を備える、請求項１に記載の光
コネクタレセプタクル。
【請求項７】
　前記レセプタクルハウジングは、他のコネクタが挿入されるコネクタ挿入部とは反対の
側における前記内部機構収容部の端部に開口部を有し、
　前記スプリング押しは、前記開口部を塞ぐ基板部と、前記基板部の端部から前記内部機
構収容部の内面に沿って屈曲した屈曲部と、前記屈曲部から突出した係止爪を有し、
　前記レセプタクルハウジングは、前記内部機構収容部における側面に、前記係止爪と係
合する係合部を有する、
　請求項６に記載の光コネクタレセプタクル。
【請求項８】
　前記スプリング押しは、前記光ファイバが通される通し穴を有し、前記通し穴の周縁部
に前記スプリングを受けるスプリング装着部を有する、
　請求項６に記載の光コネクタレセプタクル。
【請求項９】
　光ファイバを内挿固定するフェルールを保持するフェルール保持部と、
　レセプタクルハウジングの外面から突出するフランジと、
　前記外面に沿って、前記フランジから延在する弾性変形部と、
　前記弾性変形部から前記外面とは反対側に突出する係止用突起部と、
を備え、



(3) JP 2014-95834 A 2014.5.22

10

20

30

40

50

　前記フランジ、弾性変形部、及び係止用突起部が、前記フェルール保持部と一体に成形
され、
　前記フランジと前記係止用突起部の間に取付壁部の取付穴の周縁部を挟持することによ
り前記取付壁部に取り付け可能であり、前記弾性変形部を前記外面に向けて弾性変形させ
ることにより前記取付壁部の取付穴の周縁部から前記係止用突起部の係止を解除可能であ
る、レセプタクルハウジング。
【請求項１０】
　前記弾性変形部が、前記フランジから片持ち状に延在する、請求項９に記載のレセプタ
クルハウジング。
【請求項１１】
　前記係止用突起部は、前記フランジに対して、他のコネクタが挿入されるコネクタ挿入
部の側に形成した、請求項９に記載のレセプタクルハウジング。
【請求項１２】
　前記係止用突起部が、前記係止用突起部を押圧する治具の押圧面から突出する突起を挿
入するための凹部を有する、請求項９に記載のレセプタクルハウジング。
【請求項１３】
　前記レセプタクルハウジングは、前記フェルールを付勢するスプリングと、前記スプリ
ングを受けるスプリング押しが収容される内部機構収容部を備える、請求項９に記載のレ
セプタクルハウジング。
【請求項１４】
　両端にそれぞれ他のコネクタが挿入される一対のコネクタ挿入部を有するアダプタハウ
ジングと、
　前記アダプタハウジングの外面から突出するフランジと、
　前記アダプタハウジングの前記外面に沿って、前記フランジから延在する弾性変形部と
、
　前記弾性変形部から前記アダプタハウジングの外面とは反対側に突出する係止用突起部
と、
を備え、
　前記フランジ、弾性変形部、及び係止用突起部が、前記アダプタハウジングと一体に成
形され、
　前記フランジと前記係止用突起部の間に取付壁部の取付穴の周縁部を挟持することによ
り前記取付壁部に取り付け可能であり、前記弾性変形部を前記アダプタハウジングの前記
外面に向けて弾性変形させることにより前記取付壁部の取付穴の周縁部から前記係止用突
起部の係止を解除可能である、光コネクタアダプタ。
【請求項１５】
　前記弾性変形部が、前記フランジから片持ち状に延在する、請求項１４に記載の光コネ
クタアダプタ。
【請求項１６】
　前記係止用突起部が、前記係止用突起部を押圧する治具の押圧面から突出する突起を挿
入するための凹部を有する、請求項１４に記載の光コネクタアダプタ。
【請求項１７】
　両端にそれぞれ他のコネクタが挿入される一対のコネクタ挿入部と、
　アダプタハウジングの外面から突出するフランジと、
　前記外面に沿って、前記フランジから延在する弾性変形部と、
　前記弾性変形部から前記外面とは反対側に突出する係止用突起部と、
を備え、
　前記フランジ、弾性変形部、及び係止用突起部が、前記一対のコネクタ挿入部と一体に
成形され、
　前記フランジと前記係止用突起部の間に取付壁部の取付穴の周縁部を挟持することによ
り前記取付壁部に取り付け可能であり、前記弾性変形部を前記外面に向けて弾性変形させ



(4) JP 2014-95834 A 2014.5.22

10

20

30

40

50

ることにより前記取付壁部の取付穴の周縁部から前記係止用突起部の係止を解除可能であ
る、アダプタハウジング。
【請求項１８】
　前記弾性変形部が、前記フランジから片持ち状に延在する、請求項１７に記載のアダプ
タハウジング。
【請求項１９】
　前記係止用突起部が、前記係止用突起部を押圧する治具の押圧面から突出する突起を挿
入するための凹部を有する、請求項１７に記載のアダプタハウジング。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、筐体やパネル等の取付穴に取り付け可能な光コネクタレセプタクル、レセプ
タクルハウジング、光コネクタアダプタ、アダプタハウジングに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、パネル等の取付穴に取り付け可能な光コネクタとして、アダプタ、レセプタクル
等があり、光モジュール、光トレイ、バックプレーンコネクタ等に用いられている。
【０００３】
　特許文献１には、一方のフェルールを軸線方向移動自在に保持する筒状の第１のホルダ
と、この先端に一体化されるアダプタと、他方のフェルールを第２のホルダの先端に固定
的に備え、アダプタの挿入口に対して挿抜自在とされた光コネクタプラグと、光コネクタ
プラグを抜け止め係止する弾性係止片と、一方のフェルールを付勢し他方のフェルールの
接続端面に突き合わせる付勢手段と、第２のホルダに外嵌され、アダプタと嵌まり合うこ
とで、弾性係止片を撓み不能にロックするカップリングとを備えている光コネクタが記載
されている。
　特許文献２には、外部光ファイバの先端に設けられた光コネクタプラグが挿入によって
嵌合されるハウジングと、基板側光ファイバの先端に設けられたフェルールと、フェルー
ルをその後端側から付勢するコイルスプリングとを具備し、コイルスプリングがテーパス
プリングである光コネクタレセプタクルが記載されている。
【０００４】
　特許文献３には、外側中央部に設けた取付フランジと、互いに平行な外側面に固定され
た一対の板ばねとの間に取付パネルを挟んで取り付けられるアダプタの取外用治具であっ
て、一対の板ばねを撓ませその自由端を取付パネルを挟まない位置へ移動させる一対の対
向片を有するアダプタ取外用治具が記載されている。
　特許文献４には、連結板部の両端から屈曲されて延びた１対の対向する側板部に、外周
枠部と弾性係止爪とを有し、外周枠部のうちのパネルの貫通孔の内面に対面する対面部分
に、貫通孔の内面の少なくとも一部に弾性的に係合する湾曲状係合部を形成した光アダプ
タ取付け用金具が記載されている。
【０００５】
　特許文献５には、相手側光コネクタとの嵌合離脱方向にハウジングヘ挿入することによ
りシャッターをハウジングに保持するための一対の係止部と、嵌合離脱方向において係止
部とは反対側に形成され、シャッターをハウジングに挿入する際に押圧するための一対の
押圧部を備え、一対の係止部と一対の押圧部は遮光部の幅方向外側に形成されているシャ
ッターが記載されている。
　特許文献６には、アダプタ本体を取付孔に挿通したうえ、アダプタ本体の周縁に張設し
た取付鍔部を取付孔の孔縁に当接して、取付鍔部を取付孔とアダプタ本体との間に形成さ
れた間隙に嵌脱自在とした係止具に設けた支腕部と取付パネルとの間に挟持したアダプタ
取付構造が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】



(5) JP 2014-95834 A 2014.5.22

10

20

30

40

50

【０００６】
【特許文献１】特開平１０－１７０７６０号公報
【特許文献２】特開２００７－７８７４０号公報
【特許文献３】特開２００５－３４５５８９号公報
【特許文献４】実用新案登録第３１１１７１１号公報
【特許文献５】特許第４０９００６７号公報
【特許文献６】特開２００９－１０９７３０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、ハウジングを取付穴に取り付けるた
めに必要な部品点数の削減や、サイズの小型化が可能な光コネクタレセプタクル、レセプ
タクルハウジング、光コネクタアダプタ、アダプタハウジングを提供することを課題とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記課題を解決するため、本発明は、光ファイバを内挿固定するフェルールと、前記フ
ェルールを保持するレセプタクルハウジングと、前記レセプタクルハウジングの外面から
突出するフランジと、前記レセプタクルハウジングの前記外面に沿って、前記フランジか
ら延在する弾性変形部と、前記弾性変形部から前記レセプタクルハウジングの外面とは反
対側に突出する係止用突起部と、を備え、前記フランジ、弾性変形部、及び係止用突起部
が、前記レセプタクルハウジングと一体に成形され、前記フランジと前記係止用突起部の
間に取付壁部の取付穴の周縁部を挟持することにより前記取付壁部に取り付け可能であり
、前記弾性変形部を前記レセプタクルハウジングの前記外面に向けて弾性変形させること
により前記取付壁部の取付穴の周縁部から前記係止用突起部の係止を解除可能である、光
コネクタレセプタクルを提供する。
　前記弾性変形部が、前記フランジから片持ち状に延在する、構成も採用可能である。
　前記係止用突起部は、前記フランジに対して、他のコネクタが挿入されるコネクタ挿入
部の側に形成した、構成も採用可能である。
　前記係止用突起部が、前記係止用突起部を押圧する治具の押圧面から突出する突起を挿
入するための凹部を有する、構成も採用可能である。
　前記光ファイバが多心のテープ化された部分を有する、構成も採用可能である。
　前記レセプタクルハウジングは、前記フェルールを付勢するスプリングと、前記スプリ
ングを受けるスプリング押しが収容される内部機構収容部を備える、構成も採用可能であ
る。
　前記レセプタクルハウジングは、他のコネクタが挿入されるコネクタ挿入部とは反対の
側における前記内部機構収容部の端部に開口部を有し、前記スプリング押しは、前記開口
部を塞ぐ基板部と、前記基板部の端部から前記内部機構収容部の内面に沿って屈曲した屈
曲部と、前記屈曲部から突出した係止爪を有し、前記レセプタクルハウジングは、前記内
部機構収容部における側面に、前記係止爪と係合する係合部を有する、構成も採用可能で
ある。
　前記スプリング押しは、前記光ファイバが通される通し穴を有し、前記通し穴の周縁部
に前記スプリングを受けるスプリング装着部を有する、構成も採用可能である。
【０００９】
　また、本発明は、光ファイバを内挿固定するフェルールを保持するフェルール保持部と
、レセプタクルハウジングの外面から突出するフランジと、前記外面に沿って、前記フラ
ンジから延在する弾性変形部と、前記弾性変形部から前記外面とは反対側に突出する係止
用突起部と、を備え、前記フランジ、弾性変形部、及び係止用突起部が、前記フェルール
保持部と一体に成形され、前記フランジと前記係止用突起部の間に取付壁部の取付穴の周
縁部を挟持することにより前記取付壁部に取り付け可能であり、前記弾性変形部を前記外
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面に向けて弾性変形させることにより前記取付壁部の取付穴の周縁部から前記係止用突起
部の係止を解除可能である、レセプタクルハウジングを提供する。
　前記弾性変形部が、前記フランジから片持ち状に延在する、構成も採用可能である。
　前記係止用突起部は、前記フランジに対して、他のコネクタが挿入されるコネクタ挿入
部の側に形成した、構成も採用可能である。
　前記係止用突起部が、前記係止用突起部を押圧する治具の押圧面から突出する突起を挿
入するための凹部を有する、構成も採用可能である。
　前記レセプタクルハウジングは、前記フェルールを付勢するスプリングと、前記スプリ
ングを受けるスプリング押しが収容される内部機構収容部を備える、構成も採用可能であ
る。
【００１０】
　また、本発明は、両端にそれぞれ他のコネクタが挿入される一対のコネクタ挿入部を有
するアダプタハウジングと、前記アダプタハウジングの外面から突出するフランジと、前
記アダプタハウジングの前記外面に沿って、前記フランジから延在する弾性変形部と、前
記弾性変形部から前記アダプタハウジングの外面とは反対側に突出する係止用突起部と、
備え、前記フランジ、弾性変形部、及び係止用突起部が、前記アダプタハウジングと一体
に成形され、前記フランジと前記係止用突起部の間に取付壁部の取付穴の周縁部を挟持す
ることにより前記取付壁部に取り付け可能であり、前記弾性変形部を前記アダプタハウジ
ングの前記外面に向けて弾性変形させることにより前記取付壁部の取付穴の周縁部から前
記係止用突起部の係止を解除可能である、光コネクタアダプタを提供する。
　前記弾性変形部が、前記フランジから片持ち状に延在する、構成も採用可能である。
　前記係止用突起部が、前記係止用突起部を押圧する治具の押圧面から突出する突起を挿
入するための凹部を有する、構成も採用可能である。
【００１１】
　また、本発明は、両端にそれぞれ他のコネクタが挿入される一対のコネクタ挿入部と、
アダプタハウジングの外面から突出するフランジと、前記外面に沿って、前記フランジか
ら延在する弾性変形部と、前記弾性変形部から前記外面とは反対側に突出する係止用突起
部と、を備え、前記フランジ、弾性変形部、及び係止用突起部が、前記一対のコネクタ挿
入部と一体に成形され、前記フランジと前記係止用突起部の間に取付壁部の取付穴の周縁
部を挟持することにより前記取付壁部に取り付け可能であり、前記弾性変形部を前記外面
に向けて弾性変形させることにより前記取付壁部の取付穴の周縁部から前記係止用突起部
の係止を解除可能である、アダプタハウジングを提供する。
　前記弾性変形部が、前記フランジから片持ち状に延在する、構成も採用可能である。
　前記係止用突起部が、前記係止用突起部を押圧する治具の押圧面から突出する突起を挿
入するための凹部を有する、構成も採用可能である。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、ハウジングを取付穴に取り付けるために必要な部品点数の削減や、サ
イズの小型化が可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】（ａ）は本発明の光コネクタレセプタクルの一例を示す斜視図、（ｂ）はこの光
コネクタレセプタクルを取付穴に取り付けた状態の一例を示す斜視図である。
【図２】図１の光コネクタレセプタクルの分解斜視図である。
【図３】図１の光コネクタレセプタクルの内部機構の分解斜視図である。
【図４】取付穴に取り付けた光コネクタレセプタクルに他のコネクタを挿入した状態の一
例を示す平面図である。
【図５】取付穴から光コネクタレセプタクルを取り外す状態の一例を示す平面図である。
【図６】フェルール等の構成が異なる光コネクタレセプタクルの改変例を示す斜視図であ
る。
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【図７】図６の光コネクタレセプタクルの内部機構の斜視図である。
【図８】（ａ）、（ｂ）、（ｃ）は、それぞれコネクタ挿入部の正面図である。
【図９】ラッチを治具で挟む構成の改変例を示す正面図である。
【図１０】ラッチを治具で挟む構成の改変例を示す斜視図である。
【図１１】ラッチの先端側をハウジング前部に連結した改変例を示す平面図である。
【図１２】光ファイバの先端部の一例を示す斜視図である。
【図１３】本発明の光コネクタアダプタの一例を示す平面図である。
【図１４】スプリング押しを内部機構収容部に装着する様子を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、好適な実施の形態に基づき、図面を参照して本発明を説明する。
　図１に示すように、光コネクタレセプタクル１０は、光ファイバ１の先端部（図１２参
照）を内挿固定するフェルール１１を含む内部機構１７（図２参照）を収容するレセプタ
クルハウジング２０を備える。
【００１５】
　図１に示す光コネクタレセプタクル１０の場合、光ファイバ１は、図１２に示すように
、テープ化された部分１ｂを含む、光ファイバコード等である。光ファイバ１の先端部で
は、周囲の被覆が除去されて、裸光ファイバ１ａが露出されている。光ファイバとしては
、石英系等のガラスファイバが好適に用いられる。被覆としては、例えば１層又は２層以
上の樹脂被覆が挙げられる。チューブ１ｃ内に単心の光ファイバ心線１ｄ（樹脂被覆を有
する光ファイバ）を複数収容し、チューブ１ｃ外には多心のテープ化された部分１ｂによ
り複数の光ファイバを一括の樹脂被覆でまとめておくと、フェルール１１への裸光ファイ
バ１ａの挿入も容易であり、チューブ１ｃの径もテープ化された部分１ｂの幅以下と細く
することができる。
【００１６】
　単心の光ファイバ心線１ｄと多心のテープ心線又はテープ化された部分１ｂを有するこ
の光ファイバを作製する方法としては、（１）単心の光ファイバ心線１ｄを複数用意し、
その一部を樹脂等で一括被覆を形成することによりテープ化する方法、（２）多心のテー
プ心線を用意し、テープ化された部分１ｂではテープ心線の一括被覆を残し、その他の部
分では適宜、一括被覆を除去して複数の単心の光ファイバ心線１ｄに分離する方法が挙げ
られる。
　なお、本発明に用いられる光ファイバは、光ファイバ心線、光ファイバコード、光ファ
イバケーブルなど特に限定されることなく、採用可能である。チューブ１ｃには、エラス
トマーのような柔軟な材質が好ましい。
【００１７】
　図１（ａ）及び図２に示すように、レセプタクルハウジング２０は、平坦な上面２０ａ
及び下面２０ｂと、これらに略垂直な一対の側面２０ｃを備えた略直方体状の外形を有す
る。レセプタクルハウジング２０の一端（第１の端部）側には、他のコネクタ５（図４参
照）が挿入されるコネクタ挿入穴２１ａを有するコネクタ挿入部２１が形成されている。
また、レセプタクルハウジング２０の他端（第２の端部）側には、光コネクタレセプタク
ル１０の内部機構１７を内部に収容した内部機構収容部２５を有する。レセプタクルハウ
ジング２０は、樹脂や金属等の各種材料の一体成形品としても構成可能である。
　また、レセプタクルハウジング２０は、フェルール１１を保持するフェルール保持部２
１ｃ（図８（ａ）参照）を有する。
【００１８】
　コネクタ挿入部２１は、コネクタ挿入穴２１ａ内で他のコネクタ５を保持する一対のロ
ック用弾性爪２１ｂ，２１ｂを有する。また、レセプタクルハウジング２０は、フェルー
ル１１を保持するフェルール保持部２１ｃを有し、フェルール保持部２１ｃは、接合端面
１１ａ（図３参照）が内部機構収容部２５からコネクタ挿入穴２１ａ内に突出するように
フェルール１１が挿入されるフェルール挿入穴２１ｄ（図８（ａ）参照）を有する。ロッ
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ク用弾性爪２１ｂは、コネクタ挿入穴２１ａの奥から開口側に向けて突設されている。
　フェルール１１は、フェルール挿入穴２１ｄよりも面積が大きくされたフランジ１１ｄ
を後端面１１ｃ側に有する。フランジ１１ｄをフェルール挿入穴２１ｄの周縁部にあるフ
ェルール保持部２１ｃに接触させることにより、フェルール１１がレセプタクルハウジン
グ２０に保持される。
　コネクタ挿入部２１に他のコネクタ５を挿入すると、光コネクタレセプタクル１０のフ
ェルール１１に内挿固定された光ファイバが、他のコネクタ５のフェルール（図示略）に
内挿固定された光ファイバと光結合される。
【００１９】
　図１（ａ）及び図２に示すように、レセプタクルハウジング２０のコネクタ挿入部２１
と内部機構収容部２５の間の中間部には、レセプタクルハウジング２０の側面２０ｃから
突出するフランジ２２と、フランジ２２からレセプタクルハウジング２０の側面２０ｃに
沿って形成されたラッチ２３を有する。フランジ２２とラッチ２３（弾性変形部２３ａ、
及び係止用突起部２３ｂ）が、レセプタクルハウジング２０と一体に成形されている場合
、光コネクタレセプタクルの小型化が容易であり、好ましい。
【００２０】
　図示例では、レセプタクルハウジング２０の側面２０ｃには、ラッチ２３が収容される
凹部（ラッチ形成部２４）が形成され、ラッチ２３はラッチ形成部２４の外面２４ａから
離間している。ラッチ２３は、フランジ２２から延在する弾性変形部２３ａと、弾性変形
部２３ａの先端部から、ラッチ形成部２４の外面２４ａとは反対側に突出する係止用突起
部２３ｂを備える。係止用突起部２３ｂは、フランジ２２に対して、コネクタ挿入部２１
の側に形成されている。フランジ２２は、ラッチ形成部２４の外面２４ａから突出してい
ればよく、内部機構収容部２５の外面（レセプタクルハウジング２０の側面２０ｃ）と同
一面として、ラッチ形成部２４と内部機構収容部２５の間の段差部により構成することも
可能である。
【００２１】
　図１（ｂ）及び図４に示すように、光コネクタレセプタクル１０は、コネクタ挿入部２
１を先頭にして筐体３等の取付壁部２に設けられた取付穴２ａに挿入すると、ラッチ２３
が取付穴２ａの周縁部２ｂに形成して固定される。詳しくは、図４に示すように、フラン
ジ２２と係止用突起部２３ｂの距離が取付壁部２の厚さと同程度とされ、フランジ２２と
係止用突起部２３ｂの間に取付壁部２を挟持することにより、光コネクタレセプタクル１
０が取付壁部２に取り付け可能である。コネクタ挿入部２１の幅（レセプタクルハウジン
グ２０の両側面２０ｃ、２０ｃ間の距離）が取付穴２ａの開口幅より狭く、かつ、各ラッ
チ２３の係止用突起部２３ｂの外面２３ｃ，２３ｃ間の距離は取付穴２ａの開口幅より広
い。
【００２２】
　また、係止用突起部２３ｂの外面２３ｃより前側には、前側ほど幅が狭くなるような斜
面２３ｄが形成されている。これにより、光コネクタレセプタクル１０を取付穴２ａに挿
入するとき、弾性変形部２３ａを変形させなくてもラッチ２３の先端部が取付穴２ａ内に
収まり、斜面２３ｄが取付穴２ａの周縁部２ｂから接触することによりラッチ２３の弾性
変形部２３ａが内側（ラッチ形成部２４の外面２４ａに近づく側）に変形するので、ラッ
チ２３を別に操作しなくても、係止用突起部２３ｂを取付穴２ａの向こう側に押し込むこ
とができる。係止用突起部２３ｂが取付穴２ａの向こう側に達して外面２３ｃが取付穴２
ａの周縁部２ｂから離れると、弾性変形部２３ａの形状が復元して係止用突起部２３ｂが
広がり、取付穴２ａから抜けないように保持される。
【００２３】
　図１、図８（ａ）及び図１４に示すように、フランジ２２とラッチ２３（係止用突起部
２３ｂ）がレセプタクルハウジング２０の高さ（上面２０ａと下面２０ｂの距離）と同じ
程度の範囲に広がっているので、光コネクタレセプタクル１０が筐体３等の底部３ａから
の高さを低くしても、取付穴２ａの周縁部２ｂに対して十分な長さの接触部が得られ、取
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付の確実性が向上する。なお、図１（ｂ）では、筐体３等が取付穴２ａの下に底部３ａや
外縁部３ｂを有しているが、これらは取付に不可欠な構成ではなく、底部３ａや外縁部３
ｂがなくても光コネクタレセプタクル１０を取付可能である。
　ラッチ２３がフランジ２２から片持ち状に設けられ、係止用突起部２３ｂがレセプタク
ルハウジング２０の側面２０ｃから分離されている。この場合、ラッチ２３において、係
止用突起部２３ｂの片側のみに弾性変形部２３ａを設ければよい。
【００２４】
　光コネクタレセプタクル１０を取付壁部２から取り外すときは、図５に示すように、ラ
ッチ２３の係止用突起部２３ｂを押圧すると、弾性変形部２３ａがレセプタクルハウジン
グ２０の外面２４ａに向けて弾性変形し、取付穴２ａの周縁部２ｂから係止用突起部２３
ｂの係止を解除することができる。さらに光コネクタレセプタクル１０を後側に向けて押
し込むと、光コネクタレセプタクル１０を取付穴２ａから押し出して、取付壁部２から取
り外すことができる。
　この光コネクタレセプタクル１０によれば、光コネクタレセプタクル１０を取付壁部２
から取り外す際、ラッチ２３の操作と、光コネクタレセプタクル１０の押し込みを、いず
れも取付壁部２に対して同じ側（コネクタ挿入部２１のある側）から行うことができるの
で、作業性に優れる。係止用突起部２３ｂの押圧は、作業者の手指でも治具でも可能であ
る。
【００２５】
　光コネクタレセプタクル１０の内部機構１７は、図２及び図３に示すように、フェルー
ル１１と、フェルール１１の後側に設けられるフェルール用ブーツ１４と、嵌合ピン１２
の抜け止めをするピンクランプ１３と、ピンクランプ１３を介してフェルール１１を後側
から前側に付勢するスプリング１５と、スプリング１５の後側への移動を規制するスプリ
ング押し１６を備える。
【００２６】
　フェルール１１は、前側の接合端面１１ａに開口する、１又は複数の光ファイバ孔１１
ｂを有する。光ファイバ孔１１ｂには、上述した光ファイバ１の先端の裸光ファイバ１ａ
（図１２参照）が接着剤等で固定される。フェルール１１の接合端面１１ａには、１又は
複数の嵌合ピン１２が突出している。この種のピン嵌合式のフェルール（例えば、ＪＩＳ
　Ｃ　５９６４－７「光ファイバコネクタかん合標準－第７部：ＭＰＯコネクタ類（Ｆ１
３）」参照）では、一方のフェルールに嵌合ピンを突出させ、他方のフェルールに嵌合ピ
ンを受け入れる穴（ピン挿入穴）を設けている。
　１対のフェルールを対向させ、その接合端面同士を突き合わせ接続する際、嵌合ピンを
ピン挿入穴に挿入することにより、それぞれの光ファイバ孔に保持された光ファイバが精
密に位置決めされる。ピン挿入穴は、両方のフェルールとも、接合端面１１ａから後端面
１１ｃまで貫通する貫通穴とすることができる。フェルールに対する嵌合ピンの取り付け
は、嵌合ピン１２を設けるフェルールでは、フェルール１１の後端面１１ｃから挿入した
嵌合ピン１２の先端部を接合端面１１ａから突出させ、嵌合ピン１２の後端部をピンクラ
ンプ１３のピン固定部１３ａにクランプ保持する方法が挙げられる。その他、嵌合ピンを
フェルールに接着する方法、フェルールの成形時に嵌合ピンを埋め込む方法等も採用可能
である。
【００２７】
　フェルール１１の後側には、フェルール１１の後側に露出される光ファイバ１（裸光フ
ァイバ１ａやテープ化された部分１ｂ）を保護するため、フェルール用ブーツ１４が設け
られている。ブーツ１４の先端側はフェルール１１内に挿入され、ブーツ１４の後端側は
ピンクランプ１３のブーツ収容部１３ｂに収容される。
【００２８】
　ピンクランプ１３とスプリング押し１６との間には、フェルール１１を付勢するスプリ
ング１５が設けられている。スプリング１５は、例えば圧縮コイルバネからなる。スプリ
ング１５の先端部はピンクランプ１３の後端側のスプリング装着部１３ｃに装着され、ス
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プリング１５の後端部はスプリング押し１６のスプリング装着部１６ａに装着されている
。コネクタ同士が結合したとき、スプリング１５が圧縮されることによりフェルール１１
を前側に付勢し、フェルール１１の接合端面１１ａに押圧力を付与する。
【００２９】
　図２及び図１４に示すように、レセプタクルハウジング２０は、他のコネクタが挿入さ
れるコネクタ挿入部２１とは反対の側における内部機構収容部２５の端部に開口部２５ａ
を有する。また、スプリング押し１６は、光ファイバ１が挿通される通し穴１６ｂを有す
る基板部１６ｃと、基板部１６ｃの左右両側に前側に屈曲した屈曲部１６ｅを有する。ス
プリング押し１６のスプリング装着部１６ａは、基板部１６ｃに光ファイバ１が通される
通し穴１６ｂの周縁部に設けられ、光ファイバ１をスプリング１５の内部に通すことがで
きる。
【００３０】
　屈曲部１６ｅは内部機構収容部２５の内面２５ｂに沿って屈曲し、屈曲部１６ｅの外面
に突出した係止爪１６ｄが、レセプタクルハウジング２０（詳しくは内部機構収容部２５
）の両側面２０ｃにそれぞれ形成された係合部２５ｄに係合することで、基板部１６ｃが
レセプタクルハウジング２０の開口部２５ａを塞ぎ、スプリング押し１６がレセプタクル
ハウジング２０に対して固定される。係合部２５ｄは、ここでは側面２０ｃに開口した窓
状であるが、レセプタクルハウジング２０の内面に形成された有底の凹部でもよい。
【００３１】
　以上、本発明を好適な実施の形態に基づいて説明してきたが、本発明は上述の形態例に
限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の改変が可能である。
【００３２】
　図６及び図７に示す光コネクタレセプタクル１０Ｍの場合、フェルール１１Ｍの接合端
面１１ａに開口している光ファイバ孔１１ｂが、接合端面１１ａ上で複数の列を成すよう
に縦横に配置されている。図６では、フェルール１１Ｍが見えるように、レセプタクルハ
ウジング２０Ｍからコネクタ挿入部（図２の符号２１参照）を仮想的に除去し、切断面に
斜線を付している。図示例のフェルール１１Ｍでは１２個×４列の光ファイバ孔１１ｂが
形成されている。一列当たりの光ファイバ孔の数や、列の数は、適宜変更が可能である。
レセプタクルハウジング２０Ｍの構造は、図１及び図２のレセプタクルハウジング２０と
比べると、フェルール１１Ｍが長くなっている分、レセプタクルハウジング２０Ｍの長さ
も長くなっているが、その他は特に変更することなく構成可能である。光コネクタレセプ
タクル１０Ｍの内部機構１７Ｍも、フェルール１１Ｍ以外の部品は、図２及び図３と同様
でよい。
【００３３】
　図７に示すフェルール１１Ｍでは、その長さＬが一般的なＭＴコネクタのフェルール（
ＪＩＳ　Ｃ　５９８１参照）と同じく８ｍｍとしているが、図３に示すように、長さＬが
より短いフェルール１１を採用することもできる。フェルールの長さが短いと、コネクタ
ハウジングも同様に短くする（例えば３．５ｍｍ等）ことができ、図１（ｂ）に示すよう
に、光コネクタレセプタクルが筐体３内に配置されるスペースを小さくすることができる
。
【００３４】
　図１に示す光コネクタレセプタクル１０では、コネクタ挿入部２１において、レセプタ
クルハウジング２０の両側面２０ｃ，２０ｃにそれぞれ開口部２１ｓ，２１ｓが形成され
ている。開口部２１ｓは、図８（ａ）に示すように、ロック用弾性爪２１ｂの近傍に形成
され、側壁の厚さを確保する必要がないことから、図８（ｂ）に示すようにロック用弾性
爪２１ｂの近傍にも壁を設ける場合に比べて、コネクタ挿入部２１の幅（レセプタクルハ
ウジング２０の両側面２０ｃ、２０ｃ間の距離）をより小さくすることができる。
　図８（ｃ）に示す場合は、レセプタクルハウジング２０の上面２０ａ及び下面２０ｂに
も開口部２１ｔ，２１ｔが形成されている。この場合、コネクタ挿入部２１の高さ（レセ
プタクルハウジング２０の上面２０ａと下面２０ｂの間の距離）をより小さくすることが
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できる。
　なお、図８では、コネクタ挿入部２１の断面に斜線を入れている。
【００３５】
　図９及び図１０に示す光コネクタレセプタクルでは、ラッチ２３（詳しくは係止用突起
部２３ｂ）に溝部や切欠部等の凹部２３ｅを有する。この凹部２３ｅは、光コネクタレセ
プタクル１０を取付壁部２から取り外す際（図５参照）に、係止用突起部２３ｂを押圧す
る治具７は一対の押圧部７ｃを有し、その押圧面７ａから突出させた突起７ｂを挿入する
ことにより、より確実に係止用突起部２３ｂを押圧することができる。図示例では、各ラ
ッチ２３において係止用突起部２３ｂが二股のフォーク状に分割されるように厚みを貫通
した凹部２３ｅが形成されている。
　なお、図９では、コネクタ挿入部２１と治具７の押圧部７ｃの断面に斜線を入れ、取付
壁部２は省略している。また、図１０の治具７の図示は、模式的である。治具７は、フラ
ンジ２２の段差などを利用して押圧部７ｃを位置決めする構造等を有してもよい。
【００３６】
　図１１に示す光コネクタレセプタクルでは、ラッチ２３（詳しくは係止用突起部２３ｂ
）の先端が、連結部２３ｆによりレセプタクルハウジング２０と連結されている。ラッチ
形成部２４は、外面２４ａとラッチ２３の間に、平面視でスリット上の間隙を有する。こ
の場合、フランジ側の弾性変形部２３ａとともに、先端側の連結部２３ｆも弾性変形させ
ることにより、係止用突起部２３ｂをレセプタクルハウジング２０の外面２４ａに近づき
、図５と同様にラッチ２３が取付穴２ａに係止しない状態とすることができる。
【００３７】
　図１３に示す光コネクタアダプタ１０Ａは、アダプタハウジング２０Ａの両端にそれぞ
れ他のコネクタ５，５が挿入される一対のコネクタ挿入部２１，２１を有する。また、こ
のアダプタハウジング２０Ａは、図１（ａ）に示すレセプタクルハウジング２０等と同様
に、アダプタハウジング２０Ａの側面２０ｃから突出するフランジ２２と、フランジ２２
からアダプタハウジング２０Ａの側面２０ｃに沿って形成されたラッチ２３を有する。フ
ランジ２２とラッチ２３（弾性変形部２３ａ、及び係止用突起部２３ｂ）が、アダプタハ
ウジング２０Ａと一体に成形されている場合、光コネクタアダプタの小型化が容易であり
、好ましい。
【００３８】
　アダプタにおける一対のコネクタ挿入部２１，２１の構造は、他のコネクタ５の構造等
に応じて適宜設計することができ、特に限定されるものではないが、例えば図１（ａ）に
示すレセプタクルと同様に、コネクタ挿入穴２１ａやロック用弾性爪２１ｂ等を有しても
よい。図８の各構成と同様に、コネクタ挿入部２１の側面に開口部２１ｓ，２１ｔを設け
たり、側面を塞いだりしてもよい。また、図示例では、図１（ａ）に示すレセプタクルハ
ウジング２０等と同様に、アダプタハウジング２０Ａの側面２０ｃには、ラッチ２３が収
容される凹部（ラッチ形成部２４）が形成され、ラッチ２３はラッチ形成部２４の外面２
４ａから離間している。アダプタの内部には、各光コネクタのフェルール同士を案内する
スリーブ等（図示せず）を設けてもよい。
【００３９】
　本発明をアダプタに適用した場合も、レセプタクルの場合と同様に、取付穴（図１（ｂ
）の符号２ａ参照）に対する着脱が容易で、かつ、光コネクタアダプタの小型化が容易な
構成とすることができる。
　ラッチ２３の構成は、光コネクタアダプタにおいても光コネクタレセプタクルと同様な
改変が可能である。例えば、図９及び図１０に示すように、係止用突起部２３ｂを押圧す
る治具７の押圧面７ａから突出する突起７ｂを挿入するための凹部２３ｅを設けたり、図
１１に示すように、ラッチ２３の先端を連結部２３ｆによりアダプタハウジングと連結し
た構成とすることもできる。
【００４０】
　本発明の光コネクタレセプタクル、レセプタクルハウジング、光コネクタアダプタ、ア
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ダプタハウジングが取り付けられる取付壁部としては、光モジュールや配線トレイ等の光
通信用機器、電気機器、電子機器等の各種機器の筐体、バックプレーンコネクタのバック
プレーン等が挙げられる。
【符号の説明】
【００４１】
１…光ファイバ、１ｂ…テープ化された部分、２…取付壁部、２ａ…取付穴、２ｂ…周縁
部、５…他のコネクタ、７…治具、７ａ…押圧面、７ｂ…突起、１０，１０Ｍ…光コネク
タレセプタクル、１０Ａ…光コネクタアダプタ、１１，１１Ｍ…フェルール、１５…スプ
リング、１６…スプリング押し、１６ａ…スプリング装着部、１６ｂ…通し穴、１６ｃ…
基板部、１６ｄ…係止爪、１６ｅ…屈曲部、２０，２０Ｍ…レセプタクルハウジング、２
０Ａ…アダプタハウジング、２１…コネクタ挿入部、２１ｃ…フェルール保持部、２２…
フランジ、２３…ラッチ（取付手段）、２３ａ…弾性変形部、２３ｂ…係止用突起部、２
５…内部機構収容部、２５ａ…開口部、２５ｄ…係合部。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】 【図９】

【図１０】
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【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【手続補正書】
【提出日】平成26年2月7日(2014.2.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光ファイバを内挿固定するフェルールと、
　前記フェルールを保持するレセプタクルハウジングと、
　前記レセプタクルハウジングの外面から突出するフランジと、
　前記レセプタクルハウジングの前記外面に沿って、前記レセプタクルハウジングの前記
外面から離間して前記フランジから延在する弾性変形部と、
　前記弾性変形部から前記レセプタクルハウジングの外面とは反対側に突出する係止用突
起部と、
を備え、
　前記フランジ、弾性変形部、及び係止用突起部が、前記レセプタクルハウジングと一体
に成形され、
　前記フランジと前記係止用突起部の間に取付壁部の取付穴の周縁部を挟持することによ
り前記取付壁部に取り付け可能であり、前記弾性変形部を前記レセプタクルハウジングの
前記外面に向けて弾性変形させることにより前記取付壁部の取付穴の周縁部から前記係止
用突起部の係止を解除可能である、光コネクタレセプタクル。
【請求項２】
　前記弾性変形部が、前記フランジから片持ち状に延在する、請求項１に記載の光コネク
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タレセプタクル。
【請求項３】
　前記係止用突起部は、前記フランジに対して、他のコネクタが挿入されるコネクタ挿入
部の側に形成した、請求項１に記載の光コネクタレセプタクル。
【請求項４】
　前記係止用突起部が、前記係止用突起部を押圧する治具の押圧面から突出する突起を挿
入するための凹部を有する、請求項１に記載の光コネクタレセプタクル。
【請求項５】
　前記光ファイバが多心のテープ化された部分を有する、請求項１に記載の光コネクタレ
セプタクル。
【請求項６】
　前記レセプタクルハウジングは、前記フェルールを付勢するスプリングと、前記スプリ
ングを受けるスプリング押しが収容される内部機構収容部を備える、請求項１に記載の光
コネクタレセプタクル。
【請求項７】
　前記レセプタクルハウジングは、他のコネクタが挿入されるコネクタ挿入部とは反対の
側における前記内部機構収容部の端部に開口部を有し、
　前記スプリング押しは、前記開口部を塞ぐ基板部と、前記基板部の端部から前記内部機
構収容部の内面に沿って屈曲した屈曲部と、前記屈曲部から突出した係止爪を有し、
　前記レセプタクルハウジングは、前記内部機構収容部における側面に、前記係止爪と係
合する係合部を有する、
　請求項６に記載の光コネクタレセプタクル。
【請求項８】
　前記スプリング押しは、前記光ファイバが通される通し穴を有し、前記通し穴の周縁部
に前記スプリングを受けるスプリング装着部を有する、
　請求項６に記載の光コネクタレセプタクル。
【請求項９】
　光ファイバを内挿固定するフェルールを保持するレセプタクルハウジングと、
　前記レセプタクルハウジングの外面から突出するフランジと、
　前記レセプタクルハウジングの前記外面に沿って、前記レセプタクルハウジングの前記
外面から離間して前記フランジから延在する弾性変形部と、
　前記弾性変形部から前記外面とは反対側に突出する係止用突起部と、
を備え、
　前記フランジ、弾性変形部、及び係止用突起部が、前記レセプタクルハウジングと一体
に成形され、
　前記フランジと前記係止用突起部の間に取付壁部の取付穴の周縁部を挟持することによ
り前記取付壁部に取り付け可能であり、前記弾性変形部を前記外面に向けて弾性変形させ
ることにより前記取付壁部の取付穴の周縁部から前記係止用突起部の係止を解除可能であ
る、光コネクタレセプタクル部材。
【請求項１０】
　前記弾性変形部が、前記フランジから片持ち状に延在する、請求項９に記載の光コネク
タレセプタクル部材。
【請求項１１】
　前記係止用突起部は、前記フランジに対して、他のコネクタが挿入されるコネクタ挿入
部の側に形成した、請求項９に記載の光コネクタレセプタクル部材。
【請求項１２】
　前記係止用突起部が、前記係止用突起部を押圧する治具の押圧面から突出する突起を挿
入するための凹部を有する、請求項９に記載の光コネクタレセプタクル部材。
【請求項１３】
　前記レセプタクルハウジング部材は、前記フェルールを付勢するスプリングと、前記ス
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プリングを受けるスプリング押しが収容される内部機構収容部を備える、請求項９に記載
の光コネクタレセプタクル部材。
【請求項１４】
　両端にそれぞれ他のコネクタが挿入される一対のコネクタ挿入部を有するアダプタハウ
ジングと、
　前記アダプタハウジングの外面から突出するフランジと、
　前記アダプタハウジングの前記外面に沿って、前記アダプタハウジングの前記外面から
離間して前記フランジから延在する弾性変形部と、
　前記弾性変形部から前記アダプタハウジングの外面とは反対側に突出する係止用突起部
と、
を備え、
　前記フランジ、弾性変形部、及び係止用突起部が、前記アダプタハウジングと一体に成
形され、
　前記フランジと前記係止用突起部の間に取付壁部の取付穴の周縁部を挟持することによ
り前記取付壁部に取り付け可能であり、前記弾性変形部を前記アダプタハウジングの前記
外面に向けて弾性変形させることにより前記取付壁部の取付穴の周縁部から前記係止用突
起部の係止を解除可能である、光コネクタアダプタ。
【請求項１５】
　前記弾性変形部が、前記フランジから片持ち状に延在する、請求項１４に記載の光コネ
クタアダプタ。
【請求項１６】
　前記係止用突起部が、前記係止用突起部を押圧する治具の押圧面から突出する突起を挿
入するための凹部を有する、請求項１４に記載の光コネクタアダプタ。
【請求項１７】
　両端にそれぞれ他のコネクタが挿入される一対のコネクタ挿入部を有するアダプタハウ
ジングと、
　前記アダプタハウジングの外面から突出するフランジと、
　前記アダプタハウジングの前記外面に沿って、前記アダプタハウジングの前記外面から
離間して前記フランジから延在する弾性変形部と、
　前記弾性変形部から前記外面とは反対側に突出する係止用突起部と、
を備え、
　前記フランジ、弾性変形部、及び係止用突起部が、前記アダプタハウジングと一体に成
形され、
　前記フランジと前記係止用突起部の間に取付壁部の取付穴の周縁部を挟持することによ
り前記取付壁部に取り付け可能であり、前記弾性変形部を前記外面に向けて弾性変形させ
ることにより前記取付壁部の取付穴の周縁部から前記係止用突起部の係止を解除可能であ
る、光コネクタアダプタ部材。
【請求項１８】
　前記弾性変形部が、前記フランジから片持ち状に延在する、請求項１７に記載の光コネ
クタアダプタ部材。
【請求項１９】
　前記係止用突起部が、前記係止用突起部を押圧する治具の押圧面から突出する突起を挿
入するための凹部を有する、請求項１７に記載の光コネクタアダプタ部材。
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