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(57)【要約】
【課題】光モジュールのさらなる小型化を実現する。
【解決手段】波長多重された光信号を出力する光トラン
シーバであって、第１光源３１から出射される第１の光
信号を反射する一方、第２光源３２から出射される第２
の光信号を透過させるＷＤＭフィルタ６１と、第１光源
３１から出射された第１の光信号を反射してＷＤＭフィ
ルタ６１に入射させる全反射ミラー７１と、第２光源３
２から出射された第２の光信号を反射する全反射ミラー
７２と、全反射ミラー７２によって反射された第２の光
信号を反射してＷＤＭフィルタ６１に入射させるＷＤＭ
フィルタ６２と、を有する。ＷＤＭフィルタ６１，６２
は光路５０上に配置され、光源３１，３２は光路５０の
両側に光路５０に沿って前後に配置され、全反射ミラー
７１，７２は光路５０外に配置され、ＷＤＭフィルタ６
１に対する第１の光信号の入射角度は４５度未満である
。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の光源から出射される互いに波長が異なる複数の光信号を多重化させて出力する光
モジュールであって、
　第１光源から出射される第１の光信号を反射する一方、少なくとも第２光源から出射さ
れる第２の光信号を透過させる第１光学部品と、
　前記第１光源から出射された前記第１の光信号を反射して前記第１光学部品に入射させ
る第２光学部品と、
　前記第２光源から出射された前記第２の光信号を反射する第３光学部品と、
　前記第３光学部品によって反射された前記第２の光信号を反射して前記第１光学部品に
入射させる第４光学部品と、を有し、
　前記第１光学部品および前記第４光学部品は同一の光路上に配置され、
　前記第１光源および前記第２光源は、前記光路の両側に、該光路に沿って前後に配置さ
れ、
　前記第２光学部品および前記第３光学部品は前記光路外に配置され、
　前記第１光学部品に対する前記第１の光信号の入射角度が４５度未満である、光モジュ
ール。
【請求項２】
　請求項１に記載の光モジュールであって、
　前記第２光学部品は、前記光路を挟んで前記第１光源と対向し、該第１光源から出射さ
れる前記第１の光信号を前記光路における光信号の進行方向に対して斜め後方へ向けて反
射して前記第１光学部品に入射させ、
　前記第３光学部品は、前記光路を挟んで前記第２光源と対向し、該第２光源から出射さ
れる前記第２の光信号を前記光路における光信号の進行方向に対して斜め後方へ向けて反
射して前記第４光学部品に入射させる、光モジュール。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の光モジュールであって、
　前記第１の光信号および前記第２の光信号とは波長の異なる第３の光信号を出射する第
３光源を有し、
　前記第４光学部品は、前記第２の光信号を反射する一方、少なくとも前記第３の光信号
を透過させ、
　前記第１光学部品は、前記第１の光信号を反射する一方、少なくとも前記第２の光信号
および前記第３の光信号を透過させ、
　前記第１光源、前記第２光源および前記第３光源は、前記光路の両側に、該光路に沿っ
て交互に配置され、
　前記第４光学部品に対する前記第２の光信号の入射角度が４５度未満である、光モジュ
ール。
【請求項４】
　請求項３に記載の光モジュールであって、
　前記第１の光信号、前記第２の光信号および前記第３の光信号とは波長の異なる第４の
光信号を出射する第４光源と、
　前記第３の光信号を反射する一方、少なくとも前記第４の光信号を透過させる第５光学
部品と、を有し、
　前記第４光学部品は、前記第２の光信号を反射する一方、少なくとも前記第３の光信号
および前記第４の光信号を透過させ、
　前記１光学部品は、前記第１の光信号を反射する一方、少なくとも前記第２の光信号、
前記第３の光信号および前記第４の光信号を透過させ、
　前記第１光源、前記第２光源、前記第３光源および前記第４光源は、前記光路の両側に
、該光路に沿って交互に配置され、
　前記第５光学部品に対する前記第３の光信号の入射角度が４５度未満である、光モジュ
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ール。
【請求項５】
　請求項４に記載の光モジュールであって、
　前記第３光源と対向し、該第３光源から出射される前記第３の光信号を前記光路におけ
る光信号の進行方向に対して斜め後方へ向けて反射して前記第５光学部品に入射させる第
６光学部品と、
　前記第４光源と対向し、該第４光源から出射される前記第４の光信号を前記光路におけ
る光信号の進行方向に対して斜め後方へ向けて反射する第７光学部品と、
　前記第７光学部品によって反射された前記第４の光信号を前記光路における光信号の進
行方向に対して平行な方向に反射して前記第５光学部品に入射させる第８光学部品と、を
有する、光モジュール。
【請求項６】
　請求項５に記載の光モジュールであって、
　前記第１光学部品、前記第４光学部品および前記第５光学部品が波長選択フィルタであ
り、
　前記第２光学部品、前記第３光学部品、前記第６光学部品、前記第７光学部品および前
記第８光学部品が全反射ミラーである、光モジュール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光モジュールに関し、特にＷＤＭ（Wavelength Division Multiplexing）用
の光モジュールに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＷＤＭ用の各種光モジュールが開発されており、ＷＤＭ用の光トランシーバはその１つ
である。例えば、複数の光源から出射された互いに波長の異なる複数の光信号を多重化す
る光送信サブアセンブリ（ＴＯＳＡ：Transmitter Optical Sub Assembly）を備えたＷＤ
Ｍ用の光トランシーバが開発されている。特許文献１や特許文献２には、発振波長が異な
る４個の半導体レーザ（ＬＤ：Laser Diode）が一列に並べられたＴＯＳＡを備える光ト
ランシーバが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－２７９５０７号公報
【特許文献２】特開２００８－２０３４２７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　近年、光トランシーバを含むＷＤＭ用光モジュールの更なる小型化が求められている。
例えば、４０～１００ＧｂＥ（Gigabit Ethernet）接続に対応する光ファイバのトランシ
ーバ規格であるＱＳＦＰ＋（Quad Small Form-factor Pluggable Plus）に準拠した小型
の光トランシーバが求められている。
【０００５】
　ＴＯＳＡを備える光モジュールの小型化を実現するためには、ＴＯＳＡの小型化が必要
であり、ＴＯＳＡの小型化を実現するためには、光源を含むＴＯＳＡの構成部品の配置を
改良する必要がある。
【０００６】
　しかし、ＴＯＳＡの構成部品の配置を決定する場合には、単純に小型化のみを追求する
ことはできない。例えば、光トランシーバを含むＷＤＭ用光モジュールの構成部品には波
長選択フィルタ（ＷＤＭフィルタ）が含まれることが多い。ここで、ＷＤＭフィルタの波
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長選択性能の観点からは、ＷＤＭフィルタに対する光の入射角度（入射面の法線と光軸と
が成す角度）はなるべく小さい方が望ましく、０度であることが最も望ましい。何故なら
、一般的なＷＤＭフィルタの波長選択性能は、ＷＤＭフィルタに対する光の入射角度が大
きくなるほど低下する傾向があり、入射角度の増加に伴うＷＤＭフィルタの波長選択性能
の低下を回避するためには、ＷＤＭフィルタを構成する光学薄膜の数を増やす必要がある
。すなわち、ＷＤＭフィルタの製造工程における成膜回数を増やす必要があり、製造コス
トの上昇や製造歩留まりの低下を招く。よって、光モジュールの構成部品にＷＤＭフィル
タが含まれる場合には、ＷＤＭフィルタに対する光の入射角度も考慮した上で様々な構成
部品の配置を好適化する必要がある。
【０００７】
　本発明の目的は、光モジュールのさらなる小型化を実現することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の光モジュールは、複数の光源から出射される互いに波長が異なる複数の光信号
を多重化させて出力する光モジュールであって、第１光源から出射される第１の光信号を
反射する一方、少なくとも第２光源から出射される第２の光信号を透過させる第１光学部
品と、前記第１光源から出射された前記第１の光信号を反射して前記第１光学部品に入射
させる第２光学部品と、前記第２光源から出射された前記第２の光信号を反射する第３光
学部品と、前記第３光学部品によって反射された前記第２の光信号を反射して前記第１光
学部品に入射させる第４光学部品と、を有する。前記第１光学部品および前記第４光学部
品は同一の光路上に配置され、前記第１光源および前記第２光源は、前記光路の両側に、
該光路に沿って前後に配置され、前記第２光学部品および前記第３光学部品は前記光路外
に配置され、前記第１光学部品に対する前記第１の光信号の入射角度が４５度未満である
。
【０００９】
　本発明の一態様では、前記第２光学部品は、前記光路を挟んで前記第１光源と対向し、
該第１光源から出射される前記第１の光信号を前記光路における光信号の進行方向に対し
て斜め後方へ向けて反射して前記第１光学部品に入射させる。また、前記第３光学部品は
、前記光路を挟んで前記第２光源と対向し、該第２光源から出射される前記第２の光信号
を前記光路における光信号の進行方向に対して斜め後方へ向けて反射して前記第４光学部
品に入射させる。
【００１０】
　本発明の他の態様では、前記第１の光信号および前記第２の光信号とは波長の異なる第
３の光信号を出射する第３光源が設けられる。この態様においては、前記第４光学部品は
、前記第２の光信号を反射する一方、少なくとも前記第３の光信号を透過させる。前記第
１光学部品は、前記第１の光信号を反射する一方、少なくとも前記第２の光信号および前
記第３の光信号を透過させる。前記第１光源、前記第２光源および前記第３光源は、前記
光路の両側に、該光路に沿って交互に配置され、前記第４光学部品に対する前記第２の光
信号の入射角度が４５度未満である。
【００１１】
　本発明の他の態様では、前記第１の光信号、前記第２の光信号および前記第３の光信号
とは波長の異なる第４の光信号を出射する第４光源と、前記第３の光信号を反射する一方
、少なくとも前記第４の光信号を透過させる第５光学部品と、が設けられる。この態様に
おいては、前記第４光学部品は、前記第２の光信号を反射する一方、少なくとも前記第３
の光信号および前記第４の光信号を透過させる。前記１光学部品は、前記第１の光信号を
反射する一方、少なくとも前記第２の光信号、前記第３の光信号および前記第４の光信号
を透過させる。前記第１光源、前記第２光源、前記第３光源および前記第４光源は、前記
光路の両側に、該光路に沿って交互に配置され、前記第５光学部品に対する前記第３の光
信号の入射角度が４５度未満である。
【００１２】
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　本発明の他の態様では、前記第３光源と対向し、該第３光源から出射される前記第３の
光信号を前記光路における光信号の進行方向に対して斜め後方へ向けて反射して前記第５
光学部品に入射させる第６光学部品と、前記第４光源と対向し、該第４光源から出射され
る前記第４の光信号を前記光路における光信号の進行方向に対して斜め後方へ向けて反射
する第７光学部品と、前記第７光学部品によって反射された前記第４の光信号を前記光路
における光信号の進行方向に対して平行な方向に反射して前記第５光学部品に入射させる
第８光学部品と、が設けられる。
【００１３】
　本発明の他の態様では、前記第１光学部品、前記第４光学部品および前記第５光学部品
が波長選択フィルタであり、前記第２光学部品、前記第３光学部品、前記第６光学部品、
前記第７光学部品および前記第８光学部品が全反射ミラーである。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、光モジュールのさらなる小型化が実現される。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明が適用された光トランシーバの斜視図である。
【図２】図１に示される光トランシーバの他の斜視図である。
【図３】図１に示される光トランシーバの、下ケースが外された状態の斜視図である。
【図４】光送受信アセンブリを構成する回路基板の展開図である。
【図５】光送受信アセンブリを構成する送信部の斜視図である。
【図６】図５に示される送信部の構成を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明が適用された光モジュールの一例について図面を参照しながら詳細に説明
する。以下に説明する光モジュールは、ＱＳＦＰ＋規格に準拠したＷＤＭ用の光トランシ
ーバであって、図１および図２に示される外観を有する。
【００１７】
　図１，図２に示されるように、光トランシーバ１は、上ケース２および下ケース３から
構成される筐体４と、筐体４の長手方向一端に設けられた光アダプタ５と、を有する。ま
た、図３に示されるように、筐体４の内部には光送受信アセンブリ６が収容されている。
以下の説明では、筐体４の長手方向両端のうち、光アダプタ５が設けられている側を“フ
ロント側”、フロント側と反対側を“リア側”と呼ぶ場合がある。すなわち、光アダプタ
５は、筐体４のフロント側に設けられている。
【００１８】
　図１，図２に示される筐体４は、ＱＳＦＰ＋規格に準拠した大きさを有する。また、光
アダプタ５には、光ファイバの一端に装着された光コネクタが差し込まれる２つの差込口
５ａ，５ｂが設けられている。一方の差込口５ａは送信用（ＴＸ）であり、他方の差込口
５ｂは受信用（ＲＸ）である。
【００１９】
　図３に示されるように、光送受信アセンブリ６は、回路基板１０および送信部２０を備
えている。光送受信アセンブリ６は、回路基板１０が筐体４のリア側に配置され、送信部
２０が筐体４のフロント側に配置される向きで筐体４の内部に収容されている。
【００２０】
　図４に示されるように、回路基板１０は、上側リジッド基板１１と、下側リジッド基板
１２と、これら基板同士を接続する連結用フレキシブル基板１３と、上側リジッド基板１
１から延びる上側フレキシブル基板１４と、を備えている。図示は省略するが、上側リジ
ッド基板１１には送信用の複数の部品が実装されており、それら部品同士は必要に応じて
プリント配線によって接続されている。同じく、下側リジッド基板１２には受信用の複数
の部品が実装されており、それら部品同士は必要に応じてプリント配線によって接続され
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ている。さらに、下側リジッド基板１２の一辺にはエッジコネクタ１５が形成されている
。図３には表れていないが、図４に示される上側リジッド基板１１は同図に示される上側
フレキシブル基板１４を介して図３に示される送信部２０と電気的に接続されている。
【００２１】
　図５に示されるように、送信部２０は、ベース２１と、ベース２１の両側面にそれぞれ
２つずつ設けられた光源３０とを有し、ベース２１の一方の端面からはスリーブ２２が延
びている。具体的には、ベース２１の一側面に第１光源３１および第３光源３３が設けら
れ、ベース２１の他側面に第２光源３２および第４光源３４が設けられている。以下の説
明では、第１光源３１、第２光源３２、第３光源３３および第４光源３４を特に区別する
必要がない場合には、これらを“光源３０”と総称する。
【００２２】
　図６に示されるように、それぞれの光源３０は、半導体レーザ（ＬＤ）４０と半導体レ
ーザ４０から出力される光信号としてのレーザ光を集光させるためのレンズ４１とが金属
製のパッケージ４２に搭載されて一体化されている。すなわち、それぞれの光源３０は、
ＣＡＮパッケージされた半導体レーザである。
【００２３】
　再び図５を参照する。それぞれの光源３０のパッケージ背面からは４本のリードピン４
３が突出している。一方、図４に示されるように、上側フレキシブル基板１４には各光源
３０（図５）に対応する４つ接合部１６が形成されており、それぞれの接合部１６には対
応する光源３０のリードピン４３（図５）が挿入される接続孔１６ａが形成されている。
図４に示される各接合部１６は、略９０度折り曲げられて、図５に示される各光源３０の
パッケージ背面に接合される。
【００２４】
　ここで、図６に示される第１光源３１，第２光源３２，第３光源３３および第４光源３
４は、互いに発振波長が異なる。すなわち、これら光源３０は、図３に示される回路基板
１０から出力される電気信号に従って互いに波長の異なる光信号をそれぞれ出射する。具
体的には、第１光源３１からは波長１３３１ｎｍの光信号（以下“第１の光信号”）が出
射される。同様に、第２光源３２からは波長１２７１ｎｍの光信号（以下“第２の光信号
”）が出射され、第３光源３３からは波長１３１１ｎｍの光信号（以下“第３の光信号”
）が出射され、第４光源３４からは波長１２９１ｎｍの光信号（以下“第４の光信号”）
がそれぞれ出射される。また、ベース２１の内部には、それぞれの光源３０から出射され
た複数の光信号を結合させて多重化させるために、複数の光学部品が配置されている。以
下、それぞれの光学部品について具体的に説明する。なお、以下の説明では、第１の光信
号，第２の光信号，第３の光信号および第４の光信号を特に区別する必要がない場合には
、これらを“光信号”と総称する。
【００２５】
　図６に示されるように、第１光源３１および第３光源３３はベース２１の第１側面２１
ａに配置され、第２光源３２および第４光源３４は第１側面２１ａと対向する第２側面２
１ｂに配置されている。第１光源３１および第３光源３３からは第２側面２１ｂに向けて
光信号が出射され、第２光源３２および第４光源３４からは第１側面２１ａに向けて光信
号が出射される。すなわち、第１光源３１および第３光源３３からの光信号の出射方向と
第２光源３２および第４光源３４からの光信号の出射方向は、１８０度異なる。
【００２６】
　第１光源３１，第３光源３３と第２光源３２，第４光源３４との間には、側面２１ａ，
２１ｂと平行な光路５０が設定されており、光路５０上に第１光学部品としての波長選択
フィルタ６１，第４光学部品としての波長選択フィルタ６２および第５光学部品としての
波長選択フィルタ６３が配置されている。また、光路５０外に、第２光学部品としての全
反射ミラー７１，第３光学部品としての全反射ミラー７２，第６光学部品としての全反射
ミラー７３，第７光学部品としての全反射ミラー７４および第８光学部品としての全反射
ミラー７５が配置されている。
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【００２７】
　さらに、波長選択フィルタ６１，波長選択フィルタ６２および波長選択フィルタ６３は
、この順で光路５０上に一列に配置されている。すなわち、波長選択フィルタ６１，６２
，６３は、同一の光路上に配置されている。また、全反射ミラー７１は、光路５０を挟ん
で第１光源３１と対向している。以下同様に、全反射ミラー７２は光路５０を挟んで第２
光源３２と対向し、全反射ミラー７３は光路５０を挟んで第３光源３３と対向し、全反射
ミラー７４は光路５０を挟んで第４光源３４と対向している。すなわち、全反射ミラー７
１，７２，７３，７４は、波長選択フィルタ６１，６２，６３が配置されている光路外に
配置されている。
【００２８】
　図６に示されるように、第１光源３１から出射された第１の光信号（波長１３３１ｎｍ
）は全反射ミラー７１に入射する。全反射ミラー７１に入射した第１の光信号は、該全反
射ミラー７１によって反射され、コリメートレンズ８１によってコリメートされた後に波
長選択フィルタ６１（以下“ＷＤＭフィルタ６１”）に入射する。すなわち、全反射ミラ
ー７１は、第１光源３１から出射された第１の光信号をＷＤＭフィルタ６１に向けて反射
して該ＷＤＭフィルタ６１に入射させる。第１の光信号が入射するＷＤＭフィルタ６１は
、波長が１３３１ｎｍの光は反射し、それ以外の波長の光は透過させる波長選択性を備え
ている。よって、ＷＤＭフィルタ６１に入射した第１の光信号は、該ＷＤＭフィルタ６１
によって反射され、光路５０を図６の紙面右側から左側へ向けて進行する。
【００２９】
　なお、上記説明および図６より、全反射ミラー７１は、第１光源３１から出射された第
１の光信号をＷＤＭフィルタ６１によって反射された第１の光信号の進行方向に対して斜
め後方へ向けて反射することが理解できる。すなわち、全反射ミラー７１は、光路５０に
おける光信号の進行方向に対して斜め後方へ向けて第１の光信号を反射する。
【００３０】
　さらに、全反射ミラー７１によって反射された第１の光信号のＷＤＭフィルタ６１に対
する入射角度（θ１）が４５度未満（本実施形態では１５度）になるように、全反射ミラ
ー７１の配置（傾き）が設定されている。ここで、第１の光信号のＷＤＭフィルタ６１に
対する入射角度（θ１）とは、第１の光信号の光軸とＷＤＭフィルタ６１の法線とが成す
角度を意味する。
【００３１】
　第２光源３２から出射された第２の光信号（波長１２７１ｎｍ）は、全反射ミラー７２
に入射する。全反射ミラー７２に入射した第２の光信号は、該全反射ミラー７２によって
反射され、コリメートレンズ８２によってコリメートされた後に波長選択フィルタ６２（
以下“ＷＤＭフィルタ６２”）に入射する。すなわち、全反射ミラー７２は、第２光源３
２から出射された第２の光信号をＷＤＭフィルタ６２に向けて反射して該ＷＤＭフィルタ
６２に入射させる。第２の光信号が入射するＷＤＭフィルタ６２は、波長が１２７１ｎｍ
の光は反射し、それ以外の波長の光は透過させる波長選択性を備えている。すなわち、Ｗ
ＤＭフィルタ６２は、第２の光信号は反射し、それ以外の光信号は透過させる。よって、
ＷＤＭフィルタ６２に入射した第２の光信号は、該ＷＤＭフィルタ６２によって反射され
、光路５０を図６の紙面右側から左側へ向けて進行し、ＷＤＭフィルタ６１に入射する。
【００３２】
　なお、上記説明および図６より、全反射ミラー７２は、第２光源３２から出射された第
２の光信号をＷＤＭフィルタ６２によって反射された第２の光信号の進行方向に対して斜
め後方へ向けて反射することが理解できる。すなわち、全反射ミラー７２は、光路５０に
おける光信号の進行方向に対して斜め後方へ向けて第２の光信号を反射する。
【００３３】
　さらに、全反射ミラー７２によって反射された第２の光信号のＷＤＭフィルタ６２に対
する入射角度（θ２）が４５度未満（本実施形態では１５度）になるように、全反射ミラ
ー７２の配置（傾き）が設定されている。ここで、第２の光信号のＷＤＭフィルタ６２に
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対する入射角度（θ２）とは、第２の光信号の光軸とＷＤＭフィルタ６２の法線とが成す
角度を意味する。
【００３４】
　第３光源３３から出射された第３の光信号（波長１３１１ｎｍ）は、全反射ミラー７３
に入射する。全反射ミラー７３に入射した第３の光信号は、該全反射ミラー７３によって
反射され、コリメートレンズ８３によってコリメートされた後に波長選択フィルタ６３（
以下“ＷＤＭフィルタ６３”）に入射する。すなわち、全反射ミラー７３は、第３光源３
３から出射された第３の光信号をＷＤＭフィルタ６３に向けて反射して該ＷＤＭフィルタ
６３に入射させる。第３の光信号が入射するＷＤＭフィルタ６３は、波長が１３１１ｎｍ
の光は反射し、それ以外の波長の光は透過させる波長選択性を備えている。すなわち、Ｗ
ＤＭフィルタ６３は、第３の光信号は反射し、それ以外の光信号は透過させる。よって、
ＷＤＭフィルタ６３に入射した第３の光信号は、該ＷＤＭフィルタ６３によって反射され
、光路５０を図６の紙面右側から左側へ向けて進行し、ＷＤＭフィルタ６２に入射する。
さらに、ＷＤＭフィルタ６２に入射した第３の光信号は、該ＷＤＭフィルタ６２を透過し
てＷＤＭフィルタ６１に入射する。
【００３５】
　なお、上記説明および図６より、全反射ミラー７３は、第３光源３３から出射された第
３の光信号をＷＤＭフィルタ６３によって反射された第３の光信号の進行方向に対して斜
め後方へ向けて反射することが理解できる。すなわち、全反射ミラー７３は、光路５０に
おける光信号の進行方向に対して斜め後方へ向けて第３の光信号を反射する。
【００３６】
　さらに、全反射ミラー７３によって反射された第３の光信号のＷＤＭフィルタ６３に対
する入射角度（θ３）が４５度未満（本実施形態では１５度）になるように、全反射ミラ
ー７３の配置（傾き）が設定されている。ここで、第３の光信号のＷＤＭフィルタ６３に
対する入射角度（θ３）とは、第３の光信号の光軸とＷＤＭフィルタ６３の法線とが成す
角度を意味する。
【００３７】
　第４光源３４から出射された第４の光信号（波長１２９１ｎｍ）は、全反射ミラー７４
に入射する。全反射ミラー７４に入射した第４の光信号は、該全反射ミラー７４によって
反射され、コリメートレンズ８４によってコリメートされた後に全反射ミラー７５に入射
する。全反射ミラー７５に入射した第４の光信号は、該全反射ミラー７５によって反射さ
れ、光路５０を図６の紙面右側から左側へ向けて進行し、ＷＤＭフィルタ６３に入射する
。ＷＤＭフィルタ６３に入射した第４の光信号は、該ＷＤＭフィルタ６３およびＷＤＭフ
ィルタ６２を順次透過し、ＷＤＭフィルタ６１に入射する。
【００３８】
　上記のように、第１の光信号は、全反射ミラー７１によって反射されてＷＤＭフィルタ
６１に入射する。第２の光信号は、全反射ミラー７２およびＷＤＭフィルタ６２によって
順次反射されてＷＤＭフィルタ６１に入射する。第３の光信号は、全反射ミラー７３およ
びＷＤＭフィルタ６３によって順次反射された後にＷＤＭフィルタ６２を透過してＷＤＭ
フィルタ６１に入射する。第４の光信号は、全反射ミラー７４，７５によって順次反射さ
れた後に、ＷＤＭフィルタ６３，６２を順次透過してＷＤＭフィルタ６１に入射する。す
なわち、第１～第４の光信号は、最終的には共通のＷＤＭフィルタ６１に入射する。ここ
で、ＷＤＭフィルタ６１が第１の光信号を反射し、それ以外の光信号を透過させることは
既述のとおりである。よって、ＷＤＭフィルタ６１に入射した第１の光信号は、該ＷＤＭ
フィルタ６１によって反射されてプリズム９０に入射する。また、ＷＤＭフィルタ６１に
入射した第２～第４の光信号は、該ＷＤＭフィルタ６１を透過してプリズム９０に入射す
る。すなわち、第１～第４の光信号が結合され多重化される。換言すれば、プリズム９０
には第１～第４の光信号が波長多重された光信号が入射する。
【００３９】
　プリズム９０に入射した多重光信号は、その進行方向が変換され、スリーブ２２の先端
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に配置されている集光レンズ９１に導かれる。集光レンズ９１に導かれた多重光信号は、
集光レンズ９１を介して外部に出力され、差込口５ａ（図１）に差し込まれた光コネクタ
９２に接続されている不図示の光ファイバに入射される。換言すれば、集光レンズ９１は
、多重光信号を差込口５ａ（図１）に接続されている光ファイバの端面に集光させる。
【００４０】
　図６に示されるように、各光源３０は光路５０の両側に配置されている。よって、各光
源３０を光路５０の一側に一列に並べた場合に比べて、光路５０と平行な方向におけるベ
ース２１のサイズ（全長）が小さくなっている。また、各光源３０は光路５０に沿って前
後に配置されている。よって、２つの光源３０を対向（正対）させた場合に比べて、光路
５０と直交する方向におけるベース２１のサイズ（幅）が小さくなっている。さらに、３
つ以上の光源３０が光路５０に沿って交互に配置されているので、ベース２１の全長およ
び幅がより小さくなっている。
【００４１】
　加えて、ＷＤＭフィルタ６１に対する第１の光信号の入射角度（θ１）、ＷＤＭフィル
タ６２に対する第２の光信号の入射角度（θ２）およびＷＤＭフィルタ６３に対する第３
の光信号の入射角度（θ３）は４５度未満である。よって、比較的安価なＷＤＭフィルタ
の使用が可能となる。換言すれば、ＷＤＭフィルタに対する光信号の入射角度が４５度以
上である場合、同様の波長選択性能を得るためには、より多くの光学薄膜が積層された高
価なＷＤＭフィルタを使用する必要がある。総じて、本実施形態に係る光トランシーバ１
では、製造コストの増加を回避しつつ、さらなる小型化が実現されている。
【００４２】
　本発明は前記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々
変更可能である。例えば、前記実施の形態に係る光モジュールには４つの光源が設けられ
ていた。しかし、光源の数に特に限定はなく、２つ以上の光源を備えていれば波長多重さ
れた光信号の出力が可能である。例えば、図６に示される第３光源３３，第４光源３４、
全反射ミラー７３，７４，７５およびコリメートレンズ８３，８４を省略するともに、Ｗ
ＤＭフィルタ６２を全反射ミラーに置き換えれば、第１の光信号と第２の光信号とが波長
多重された光信号を出力する光トランシーバが得られる。また、図６に示される第４光源
３４、全反射ミラー７４，７５およびコリメートレンズ８４を省略するともに、ＷＤＭフ
ィルタ６３を全反射ミラーに置き換えれば、第１の光信号，第２の光信号および第３の光
信号が波長多重された光信号を出力する光トランシーバが得られる。
【００４３】
　前記実施の形態における各光源の発振波長（各光信号の波長）は一例であり、任意に設
定することができる。また、前記実施の形態におけるＷＤＭフィルタは、各光源から出射
される光信号の波長に応じた波長選択性能を備える他のＷＤＭフィルタに置き換えること
ができる。
【符号の説明】
【００４４】
　１　　光トランシーバ
　４　　筐体
　５　　光アダプタ
　６　　光送受信アセンブリ
　１０　　回路基板
　２０　　送信部
　２１　　ベース
　３０　　光源
　３１　　第１光源
　３２　　第２光源
　３３　　第３光源
　３４　　第４光源
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　５０　　光路
　６１，６２，６３　　ＷＤＭフィルタ（波長選択フィルタ）
　７１，７２，７３，７４，７５　　全反射ミラー
　８１，８２，８３，８４　　コリメートレンズ
　９０　　プリズム
　９１　　集光レンズ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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