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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに対向するコアを有する光伝送媒体の端面またはコアを有する光伝送媒体と光学部
品との間に、屈折率整合性を有する単一層からなる粘着性接続部材が挟置され、該粘着性
接続部材を介して接合された光学接続構造であって、
光伝送媒体の端面をシート状粘着性接続部材に押し当てて密着させたまま、該シート状粘
着性接続部材を該光伝送媒体に対して光伝送媒体の軸方向に相対的に移動させることによ
り、シート状粘着性接続部材の一部を端面に付着した状態で切り離す工程、および端面に
粘着性接続部材が付着した光伝送媒体を、他の光伝送媒体又は光学部品と接合する工程に
より作製され、
光伝送媒体のコアの中心から粘着性接続部材の周辺部までの距離の最小値をＤ１、最大値
をＤ２、光伝送媒体の半径をＲ、光伝送媒体のコアの半径をｒとしたとき、Ｄ１≧ｒ、か
つ、Ｄ２≦１．５Ｒを満足することを特徴とする光学接続構造。
【請求項２】
　前記粘着性接続部材が、前記光伝送媒体および前記光学部品の端面形状に対応して変形
して該端面に密着することを特徴とする請求項１記載の光学接続構造。
【請求項３】
　前記光伝送媒体が多心の光ファイバであることを特徴とする請求項１記載の光学接続構
造。
【請求項４】
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　請求項１記載の光学接続構造を作製する方法であって、前記光伝送媒体が多心の光ファ
イバであることを特徴とする光学接続構造の作製方法。
【請求項５】
　請求項１記載の光学接続構造を作製する方法であって、前記切り離す工程において、シ
ート状粘着性接続部材が支持部材に支持されていることを特徴とする光学接続構造の作製
方法。
【請求項６】
　前記支持部材が光伝送媒体を挿入するための貫通孔を有し、該支持部材の一端にシート
状粘着性接続部材が貫通孔を塞ぐように貼着されていることを特徴とする請求項５に記載
の光学接続構造の作製方法。
【請求項７】
　前記支持部材が、少なくとも一方に整列溝を有する２つの部材を重ねたものであって、
該整列溝によって貫通孔が形成されることを特徴とする請求項６記載の光学接続構造の作
製方法。
【請求項８】
　少なくとも一方に整列溝を有する２つの部材を重ねることによって形成される前記支持
部材の前記貫通孔の中で、光伝送媒体端面に粘着性接続部材を貼着した後、該支持部剤を
２つの部材に分離させ、該光伝送媒体が該貫通孔から取り出される工程を有することを特
徴とする請求項７記載の光学接続構造の作製方法。
【請求項９】
　端面に粘着性接続部材が付着した光伝送媒体を他の光伝送媒体又は光学部品と接合する
工程が、整列溝もしくは貫通孔を有する整列部材又は貫通孔を有する支持部材を用いて行
われることを特徴とする請求項１記載の光学接続構造の作製方法。
【請求項１０】
　光伝送媒体の端面をシート状粘着性接続部材に押し当てて密着させたまま、該シート状
粘着性接続部材を光伝送媒体に対して光伝送媒体の軸方向に相対的に移動させることによ
り、シート状粘着性接続部材の一部を光伝送媒体の端面に貼着した状態で切り離すことを
特徴とする、請求項１の光学接続構造を作製するための光伝送媒体の端面処理方法。
【請求項１１】
　シート状粘着性接続部材が支持部材に支持されていることを特徴とする請求項１０に記
載の光伝送媒体の端面処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光伝送媒体同士、あるいは光伝送媒体と光学部品との光学接続構造とそれを
用いた光学接続方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
【特許文献１】特許第２６７６７０５号公報
【特許文献２】特開平０５－３４５３２号公報
【特許文献３】特開昭５５－１５３９１２号公報
【特許文献４】特開平０５－１５７９３５号公報。
【０００３】
　光ファイバの接続方法としては、光ファイバ同士、あるいは光ファイバを挿入したフェ
ルール同士を突き合わせることにより、物理的に接続する方法が一般的によく用いられて
いる。その場合の例として、メカニカルスプライス、光コネクタ等が挙げられるが、一般
に永久接続の場合はメカニカルスプライスが、また着脱が頻繁に行われる場合には光コネ
クタが有効であり、広く利用されている。両者ともに光ファイバ端面に、軸方向の押圧力
をかけることによって物理的な接続をさせるが、光コネクタ接続の場合は、一般的には光
ファイバが脆くて弱いために、光ファイバをフェルールに挿入して保護し、それにより光



(3) JP 4043448 B2 2008.2.6

10

20

30

40

50

ファイバの端面の物理的接触を可能としている。
【０００４】
　この物理的な接続において、光ファイバの位置決め精度や端面形状は、接続特性に大き
く影響する。例えば、端面の角度のずれや端面形状が荒れていたりすると、突き合わせた
光ファイバ端部間に空気が入ることにより、接続端面でフレネル反射が大きくなる為、接
続損失が大きくなる。
【０００５】
　これを改良する方法として、これまで様々な研究がなされてきた。その一つとして、例
えば光ファイバの端面あるいは光ファイバの端面とフェルールを高度に研磨処理をする方
法が挙げられる。しかし、研磨処理には多大な時間と経費が必要であり、汎用的に行われ
る接続方法としては問題があり、その改善が大きな課題となっていた。
【０００６】
　さらに、研磨工程を必要とせずに、カットしたままの状態の光ファイバを接続する方法
が検討されてきた。その一つとして、光ファイバの接続端面に光ファイバのコアと同等、
あるいは近似した屈折率を有する液状の屈折率整合剤を介在させて接続する方法が提案さ
れている。この方法は、屈折率整合剤を光ファイバ端面に塗布し、光ファイバを突き合わ
せるものであり、それによって、接続端面への空気の侵入を防ぎ、空気によって生じるフ
レネル反射を回避し、接続損失を低減する。しかしながら、この方法の場合、一般には屈
折率整合剤として、シリコーン系やパラフィン系の液状或いはグリース状のものが使用さ
れているために、非常に小さな面積である光ファイバ端面に一定量の屈折率整合剤を塗布
することが困難である。屈折率整合剤が過剰に塗布されると、接続部周囲の汚染や、それ
による埃などの付着が問題となる。さらに、屈折率整合剤は一般的に流れ易い性質を有し
ているために、接続部から流出し、光学的な安定性を得ることが困難となる。さらにまた
、光ファイバを着脱可能にすると使い勝手が良くなるが、液状またはグリース状の屈折率
整合剤を使用して着脱可能にすると、着脱毎に屈折率整合剤の拭き取りや再度一定量塗布
する作業が必要になるために多大な時間がかかり、作業効率が悪いという問題があった。
【０００７】
　これに対し、固体の屈折率整合部材を用いる方法が検討されている。例えば、光ファイ
バの端面に透明な整合材フィルムを接着層、粘着材層を介さずに直接取りつけた構造のも
のが提案されている（特許文献１）。しかしながら、整合材フィルムが硬い材料となるた
め、光ファイバの押圧力の調節が難しく、過剰な押圧力がかかると光ファイバに折れや欠
けが起こる可能性があった。また、光ファイバの接続時の固定状態が、整合材フィルムの
機械的あるいは熱的な要因による膨張、収縮による影響を受けやすく、常に安定した接続
形態を保つことは困難であった。
【０００８】
　また、光ファイバのコアと近似した屈折率を持つ透明なゴム弾性体とこれを保持する手
段を備えた接続部材を用いて光ファイバを接続する構造のものが提案されている（特許文
献２）。しかしながら、ゴム弾性体は光ファイバの径より大きくなるため、ゴム弾性体を
保持するための構造が必要になり、ゴム弾性体保持スペースが必要となる。
【０００９】
　また、光ファイバの接続部の片面に粘着材が塗布された誘電体膜を貼り付ける方法が提
案されている（特許文献３）。この方法によれば、誘電体膜の片面が粘着性を有するため
に片側の光ファイバとの密着性及び保持力を上げることができるが、他方の面の密着力が
十分でなく、また上記と同様に光ファイバが破損する恐れがあった。また粘着材層と誘電
体膜との２層構造であるために、各層の界面の間でも反射が起きるため、接続損失が起き
てしまうという問題があった。さらに粘着材層が薄膜であるために、粘着材層表面の強度
は弱く、突き合わせた光ファイバの端面や、そのバリによって傷が付き易いという問題が
あった。
【００１０】
　さらにまた、屈折率整合性をもつ部材(酸化膜)を光伝送媒体に密着するように設ける方
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法として、光ファイバのコア端面よりレーザー光を入射して光出力端面にレーザー光によ
る熱酸化膜を形成する方法が提案されている（特許文献４）。この場合、レーザー光の強
度調節や酸化膜の原材料の供給量、酸化膜原料液体の温度により酸化膜状態が変化するた
め、所定の状態に調節することが困難となり、生産効率が悪かった。また、液状の原料を
ガス化して反応室に送り込む装置が必要となり、設備にかかる費用からコスト高を引き起
こしていた。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　以上のように屈折率整合剤その他の接続部材を光ファイバ同士の端部に挟んで光学接続
する構造においては、上記の種々の問題が発生していた。本発明は、これらの諸問題を解
決することを目的としてなされたものである。すなわち、本発明の目的は、従来の提案よ
りも単純な構造で、光伝送媒体と接続部材とを簡単に密着させることができる光学接続構
造の作製方法を提供することにある。本発明の他の目的は、単純な構造で容易に作製可能
な光学接続構造を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明者等は、検討の結果、粘着性接続部材を用いることにより、光ファイバ等の光伝
送媒体同士あるいは光伝送媒体と光学部品との光学接続を非常に簡単に行うことができる
ことを見出し、本発明を完成するに至った。
【００１３】
　すなわち、本発明の光学接続構造は、互いに対向するコアを有する光伝送媒体の端面ま
たはコアを有する光伝送媒体と光学部品との間に、屈折率整合性を有する単一層からなる
粘着性接続部材が挟置され、該粘着性接続部材を介して接合された光学接続構造であって
、光伝送媒体の端面をシート状粘着性接続部材に押し当てて密着させたまま、該シート状
粘着性接続部材を該光伝送媒体に対して光伝送媒体の軸方向に相対的に移動させることに
より、シート状粘着性接続部材の一部を端面に付着した状態で切り離す工程、および端面
に粘着性接続部材が付着した光伝送媒体を、他の光伝送媒体又は光学部品と接合する工程
により作製され、光伝送媒体のコアの中心から粘着性接続部材の周辺部までの距離の最小
値をＤ１、最大値をＤ２、光伝送媒体の半径をＲ、光伝送媒体のコアの半径をｒとしたと
き、Ｄ１≧ｒ、かつ、Ｄ２≦１．５Ｒを満足することを特徴とする。この場合、互いに対
向する光伝送媒体の端面または光伝送媒体と光学部品との間に挟置された粘着性接続部材
は、前記光伝送媒体および前記光学部品の端面形状に対応して変形してもよい。粘着性接
続部材が、光伝送媒体および光学部品の端面形状に対応して変形するとは、後述の図２に
示すように、光ファイバによる突き合わせにより、粘着性接続部材が内部に凹んで変形し
ている状態を意味する。あるいは、後述の図６に示すように、端面が球面の場合は、この
球面形状に密着して変形することを意味する。このような変形により、接続部に空気の層
ができることを防ぎ、それによる光損失の増加を防止できる。
【００１４】
　また、本発明の光学接続構造の作製方法は、上記の光学接続構造を作製するためのもの
であって、光伝送媒体の端面をシート状粘着性接続部材に押し当てて密着させたまま、シ
ート状粘着性接続部材を光伝送媒体に対して該光伝送媒体の軸方向に相対的に移動させる
ことにより、シート状粘着性接続部材の一部を端面に付着した状態で切り離す工程、およ
び端面に粘着性接続部材が付着した光伝送媒体を、他の光伝送媒体又は光学部品と接合す
る工程を有することを特徴とする。この作製方法は、光伝送媒体が多心の光ファイバであ
る場合、特に有効である。
【００１５】
　上記の場合、前記切り離す工程において、光学接続前のシート状粘着性接続部材は、支
持部材に支持されているのが好ましい。また、支持部材は、光伝送媒体を挿入するための
貫通孔を有し、支持部材の一端にシート状粘着性接続部材が該貫通孔を塞ぐように貼着さ
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れているものが好ましい。さらにまた、支持部材における貫通孔は、少なくとも一方に整
列溝が設けられた２つの部材を重ねることにより形成されたものであってもよい。この場
合には、その貫通孔を塞ぐようにシート状粘着性接続部材を貼着した状態で、光伝送媒体
を貫通孔に挿入し、光伝送媒体をシート状粘着性接続部材に押し当てて密着させたまま、
シート状粘着性接続部材を光伝送媒体に対して光伝送媒体の軸方向に相対的に移動させる
ことにより、シート状粘着性接続部材の一部を端面に貼着した状態で切り離し、次いで支
持部材を２つの部材に分離して光伝送媒体を取り出すことができる。次いで、それを他の
光伝送媒体又は光学部品と接合すればよい。

【００１６】
　また、本発明の光伝送媒体端面処理方法は、上記の光学接続構造を作製するためのもの
であって、光伝送媒体の端面をシート状粘着性接続部材に押し当てて密着させたまま、シ
ート状粘着性接続部材を該光伝送媒体に対して該光伝送媒体の軸方向に相対的に移動させ
ることにより、シート状粘着性接続部材の一部を端面に貼着した状態で切り離すことを特
徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明により作製された光学接続構造においては、光学接続部材が単一の層構造である
ため、光の反射が起きることがない。また、粘着性接続部材が、光伝送媒体端面のみに密
着しているので、周囲を汚染することなく、周囲から汚染を受けることもない。さらに粘
着性を有し、光伝送媒体の端面及びその近傍に接着しているため、粘着性接続部材を保持
する特別の支持手段や構造物を新たに設ける必要がなく、省スペース化が図れる。また、
本発明に用いる粘着性接続部材は粘着性であるため、柔軟に内部変形させることにより、
光伝送媒体端部間に空気が入りにくくなり、研磨工程を必要とせずに低損失で接続が可能
であり、かつ粘着材の復元力により複数回の光学接続を行うことができる。
【００１８】
　本発明の光学接続構造の作製方法によると、光ファイバの相対的な移動だけで容易に光
ファイバ端部に粘着性接続部材を密着させることができ、複雑な装置や高価な設備を用い
ることなく、また製造時における環境条件を厳密に設定することなく、互いに対向する該
光伝送媒体の端面もしくは光伝送媒体と光学部品との間に、屈折率整合性を有する単一の
層からなる粘着性接続部材が挟置された光学接続構造を簡単に作製することができる。ま
た、その粘着性接続部材が、光伝送媒体の半径の１．５倍以下で光伝送媒体のコア半径と
同等以上のサイズを有するものが容易に作製でき、周囲を汚染することなく、周囲から汚
染を受けることもない。また、粘着性接続部材の濡れ性と接着力により、他の光伝送媒体
や光学部品と容易に密着し、この密着状態を保持することができる。さらに、多数本の光
ファイバに対しても、一括で均一に光ファイバの端面に粘着性接続部材を密着させること
ができるという利点がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　まず、本発明の光学接続構造について説明する。図１は、本発明の光学接続構造の最も
基本的な例を示す側面図であり、光伝送媒体として上記のように端面処理した光ファイバ
を用いて、他の光ファイバと接合する場合を示している。すなわち、２本の光ファイバ１
ａと１ｂが粘着性接続部材２１を介して付き合わされており、それによって光ファイバが
光学的に接続された光学接続構造が形成されている。なお、２つの光ファイバは先端より
数１０ｍｍを被覆除去し、先端がカットされている。
【００２０】
　図２は、後記する図４又は図５に示すようにして端面処理された光ファイバ１ａを他の
光ファイバ１ｂと突き合わせ、押圧することによって粘着性接続部材２１が変形した状態
の光学接続構造を示している。この場合、押圧による粘着性接続部材の変形は、光ファイ
バのコアの中心から粘着性接続部材２１の周辺部までの距離の最小値Ｄ１がコアの半径ｒ
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以上であって、最大値Ｄ２が、光ファイバの半径Ｒの１．５倍以内になるようにすればよ
い。
【００２１】
　図３は、本発明の光学接続した光ファイバの端面における粘着性接続部材が貼着した状
態を説明する図であって、図３（ａ）は光ファイバ端部の側面図、図３（ｂ）は平面図で
ある。図において、Ｄは、コア１１とクラッド１２よりなる光ファイバ１のコアの中心Ｃ
から粘着性接続部材２１の周辺部までの距離、Ｒは光ファイバの半径、ｒはコアの半径で
あって、本発明においては、光ファイバ１の中心Ｃから粘着性接続部材２１の周辺部まで
の距離Ｄの最小値Ｄ１はコアの半径ｒ以上であって、かつ、最大値Ｄ２は、光ファイバの
半径Ｒの１．５倍以下である。
【００２２】
　本発明においては、シート状粘着性接続部材の占有範囲を、最小でもコア１１全域を覆
うことができ、最大でも光ファイバ端面から１．５倍を超えて過剰にはみ出さない程度に
することによって、粘着性を有する接続部材が光伝送媒体の端面または端面近傍にのみ存
在するために、汚染が防止でき、また、埃の付着が起きにくくなり、取り扱い性が向上す
る。また、接続部材を保持する特別の手段または構造物を新たに設ける必要が無く、極め
て単純な接続構造となり、省スペース化を図ることができる。Ｄ１が光ファイバのコアの
半径ｒより小さい場合は、光が伝送するコア部分で、粘着性接続部材が接触しない部分が
存在することになり、その部分で光損失が起きる。また、Ｄ２が１．５Ｒよりも大きい場
合は、粘着性接続部材の光ファイバ端面を除いた部分の占めている割合が大きくなり、周
囲からの塵や埃の付着が起きやすくなることや、粘着性接続部材が他の部品と接触する恐
れが生じるため、良好な接続性能が維持できなくなる場合がある。なお、光ファイバに押
圧をかけるときに、粘着性接続部材に均一に押圧がかかるようにするため、また光ファイ
バ端面より粘着性接続部材がはみ出さないようにするために、おおよそＤ１＝Ｄ２である
ことが好ましく、おおよそＤ１＝Ｄ２＝ｒであることがより好ましい。
【００２３】
　本発明で用いられる光伝送媒体としては、上記で示した光ファイバのほかに光導波路な
どがあげられるが、その種類は特に限定されず、光を伝送するものであれば如何なるもの
でもよい。また、光ファイバも何等限定されるものではなく、その用途に応じて適宜選択
すればよい。例えば、石英、プラスチック等の材料からなる光ファイバを用いることがで
きる。また、光導波路としては、ポリイミド光導波路、ＰＭＭＡ光導波路、エポキシ光導
波路などが利用される。さらに、使用する２つの光伝送媒体の種類が異なっていてもシー
ト状粘着性接続部材の濡れ性により密着することができるので、安定して接続することが
可能である。また、異なる外径の光伝送媒体であっても、コア径が同じであれば、本発明
を適用することができる。なお、光ファイバの本数、光導波路の枚数も何等限定されるも
のではない。
【００２４】
　本発明において光伝送媒体と光学接続される光学部品としては、光学レンズ、フィルタ
などがあげられ、その種類に関しては特に限定されるものではない。光学レンズは、例え
ば両凸、両凹、凹凸、平凸、非球面等の各種形状や、コリメートレンズ、ロッドレンズな
どがあげられ、フィルタとしては、例えば一般光通信用フィルタのほか、多層膜フィルタ
やポリイミドフィルタ等があげられる。
【００２５】
　本発明に用いる粘着性接続部材は、光伝送媒体または光学部品に接触したときに、適度
なタック性を伴って、光伝送媒体の端部に密着する部材であればよい。好ましくは、光伝
送媒体との間で脱着性を有し、凝集破壊せず、取り外した光伝送媒体に粘着性物質が付着
しない材料が使用される。具体的には、高分子材料、例えばアクリル系、エポキシ系、ビ
ニル系、シリコーン系、ゴム系、ウレタン系、メタクリル系、ナイロン系、ビスフェノー
ル系、ジオール系、ポリイミド系、フッ素化エポキシ系、フッ素化アクリル系等の各種粘
着材を使用することができ、本発明においては、これをフィルム化したものをシート状粘
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着性接続部材として使用する。その中でも、耐環境性、接着性の面からは、シリコーン系
、アクリル系が好ましく使用される。また、架橋剤、添加剤、軟化剤、粘着調整剤等の添
加により適宜に接着力、濡れ性を調節してもよく、また耐水性や耐湿性、耐熱性を付加し
てもよい。また後述の光伝送媒体の端面へのシート状粘着性接続部材の貼着後に、これら
の性質の調整を行っても構わない。なお、材料によっては多孔構造となることもあるが、
接続時に粘着性接続部材に適当な押圧力を加えることにより、粘着性接続部材を圧縮すれ
ば、空気をなくすこともでき、光損失に影響を与えない。
【００２６】
　本発明に用いる粘着性接続部材は、光伝送媒体間、及び光伝送媒体と光学部品間で屈折
率整合性を有していることが必要である。この場合の屈折率整合性とは、粘着性接続部材
の屈折率と光伝送媒体及び光学部品との屈折率との近似の程度をいう。本発明に用いるシ
ート状粘着性接続部材の屈折率は、光伝送媒体及び光学部品の屈折率に近いものであれば
特に限定されないが、フレネル反射の回避による伝送損失の面からそれらの屈折率の差が
、±０．１以内であることが好ましく、±０．０５以内であるものが特に好ましく使用さ
れる。なお、光伝送媒体と光学部品の屈折率の差が大きい場合には、光伝送媒体と光学部
品の屈折率の平均値とシート状粘着性接続部材の屈折率が上記の範囲内であることが好ま
しい。
【００２７】
　また、本発明に用いる粘着性接続部材は、単一の層から構成される。本発明でいう単一
の層から構成されるとは、２層、３層構造のように異種材料が接する界面がシート状粘着
性接続部材内には存在しないという意味であり、光の波長オーダで均一に混ざり合った系
を排除するものではない。本発明に用いる粘着性接続部材は、上記のように粘着性を持つ
単一の層からなる極めて単純な構造である。この単一の層構造の部材を用いることにより
、光反射が起きることなく接続することができるので、低損失な接続を行うことが可能で
ある。また、光ファイバの端面にバリがあっても、粘着性接続部材に傷が付きにくく、さ
らに、表面が濡れ性を有することにより、突き合わされる２つの光ファイバの端部に容易
に密着させることができ、かつその接着力により、光ファイバとの密着性を保持すること
ができる。同時に屈折率整合性を有しているため、良好な光学接続を行うことが可能であ
る。その上、表面に濡れ性及び接着力があるために、光ファイバの付き合せ時に過剰な押
圧を加える必要がなく、光ファイバの折れや欠けが起こる恐れはない。更に粘着材の特性
として再剥離性を有するために複数回の着脱を行っても繰り返し使用することが可能であ
る。
【００２８】
　また、本発明において、２つの光ファイバの光学接続の場合、粘着性接続部材は突き合
わされた光ファイバの端部にのみ設けられるため、光ファイバの径とほぼ同じサイズとな
り、粘着性接続部材の占有範囲は極めて小さくすることが可能であり、非常にシンプルな
構造に設計できる。また、周囲のゴミや塵などと接触することも無いため、汚染されるこ
ともなく、流れ出ることもないため、周囲を汚染することもない。
【００２９】
　次に、本発明の光学接続構造の作製方法を、光伝送媒体として端部を被覆除去し、カッ
トした光ファイバを用いる場合について説明すると、まず、光ファイバの端部が上記のシ
ート状粘着性接続部材に密着するまで、光ファイバをシート状粘着性接続部材に対して相
対的に移動させる。次に光ファイバを、さらに軸方向に移動させることにより、シート状
粘着性接続部材の一部が光ファイバの端面に貼着した状態で切り離され、光ファイバ端面
に粘着性接続部材が貼着して、光ファイバの端面処理が行なわれる。以上のように、本発
明においては、光ファイバの移動だけで容易に光ファイバ端部に粘着性接続部材を貼着さ
せることができ、複雑な装置や高額な設備を用いる必要がない。続いて、この端面処理さ
れた光ファイバを、他の光ファイバその他の光学部品と突き合わせて接合し、本発明の光
学接続構造が作製される。
【００３０】
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　なお、本明細書において、「シート状粘着性接続部材を光伝送媒体に対して光伝送媒体
の軸方向に相対的に移動させる」とは、粘着性接続部材および光ファイバのいずれを移動
してもよいことを意味する。また、その移動速度や移動距離は適宜選択して用いればよい
。
【００３１】
　本発明において用いるシート状粘着性接続部材は、２層或いは３層構成のものであって
もよく、光ファイバ端面に設けられた粘着性接続部材が単層であれば構わない。例えば薄
膜の保護層を粘着層に貼り付けたものをシート状粘着性接続部材とし、本発明の光伝送媒
体の端面に粘着性接続部材を設け、使用に際して保護層を剥がして用いてもよい。
【００３２】
　本発明において、シート状粘着性接続部材のサイズや厚みは仕様により適宜選択して用
いればよい。また、破損やしわがないように設置できればよい。さらにシート状粘着性接
続部材の光伝送媒体に対する載置の角度や位置の設定は、使用する光伝送媒体によって適
宜選択してよく、光伝送媒体の端面が斜めにカットされていた場合はその角度に合わせて
載置すればよい。
【００３３】
　光伝送媒体の端面同士または光伝送媒体と光学部品が突き合わされる前にシート状粘着
性接合部材によって形成される粘着性接合部材の初期の厚みは、シート状粘着性接合部材
の厚みに依存するが、シート状粘着性接合部材の厚みｔは、１μｍ≦ｔ≦１５０μｍの範
囲であることが好ましい。粘着性接続部材の厚みが１μｍより薄くなると取り扱い性が非
常に困難になり、また柔軟性が維持できなくなるために光伝送媒体の突き当てにより光伝
送媒体あるいは光学部品の破損を引き起こす可能性が高くなってしまう。逆に１５０μｍ
以上であると、光伝送媒体を突き当てることによって粘着性接続部材を変形させた場合で
あっても光伝送媒体端面同士または光伝送媒体と光学部品との間隔が開きすぎてしまうた
めに光損失が大きくなってしまう。より好ましくは２．５μｍ≦ｔ≦１００μｍ、更に好
ましくは、５μｍ≦ｔ≦５０μｍである。
【００３４】
　また、光ファイバ端面同士または光伝送媒体と光学部品が突き合わされ、挟持された場
合の粘着性接続部材の厚みは、突き合わせ時の押圧力に依存するが、５０μｍ以下である
のが好ましく、より好ましくは２０μｍ以下である。突き合わされた後の厚みが５０μｍ
より大きいと、突き合わされた光ファイバ間隔が大きすぎるために光損失が増大し、光伝
送用の接続構造として適さない場合がある。このことは、光ファイバ以外の光伝送媒体を
用いた場合でも、また、光伝送媒体と光学部品との間でも同様である。
【００３５】
　本発明によれば、粘着性接続部材は内部変形するので、その膜厚がある程度厚い場合で
あっても２本の光ファイバ間の端面を近接させることができる。このため、粘着性接続部
材の初期の膜厚を厚くすることができ、シート状粘着性接続部材の取り扱いが非常に簡便
となる。また、突き合わされる光ファイバの端面角度に傾斜があったり、端面形状が変形
していても、粘着性接続部材が光ファイバの端面に密着しながら内部に変形するため光フ
ァイバ端部間に空気が入りにくくなり、研磨技術を用いることなく低損失な光学接続を実
現することができる。また、粘着性接続部材の持つ接着力により光ファイバに振動あるい
は熱的な変化があっても光ファイバを安定して接続することができる。さらに、粘着材表
面が柔軟であるため、突き合わしたときの光ファイバの破損が無く、光学接続時の取り扱
い性も極めて良好である。さらにまた、粘着性接続部材は、一度変形しても、その弾性に
より復元するため、着脱を繰り返した後でも、粘着性接続部材を貼着した光ファイバは光
学接続に複数回の使用が可能である。
【００３６】
　図４は、本発明の光伝送媒体の端面処理方法の一例の工程図であり、シート状粘着性接
続部材を貼着する最も基本的な例を示すものである。この図の場合、光伝送媒体として光
ファイバが用いられている。図４において、端部を被覆除去し、カットした光ファイバ１
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の側方にシート状粘着性接続部材２が設置されている。シート状粘着性接続部材の両端は
、図示されていない他の適宜の部材により位置が固定されている。まず、光ファイバ１の
端部がシート状粘着性接続部材２に密着するまで、光ファイバをシート状粘着性接続部材
に対して相対的に移動させる。次に光ファイバを、さらに軸方向に移動させることにより
、シート状粘着性接続部材の一部が光ファイバの端面に貼着した状態で切り離され、光フ
ァイバ端面に粘着性接続部材２１を設けることができる。
【００３７】
　また、図５は本発明におけるシート状粘着性接続部材を貼着する他の例を説明する工程
図である。図５においては、光ファイバ１の端部がシート状粘着性接続部材２に密着する
まで、光ファイバをシート状粘着性接続部材に対して相対的に移動させる。その後、光フ
ァイバを逆方向に移動させることにより、粘着性接続部材の粘着性を利用し、シート状粘
着性接続部材の一部が光ファイバの端面に貼着した状態で切り離され、光ファイバ端面に
粘着性接続部材２１を設けることができる。この方法によれば、図４に示す方法よりも光
ファイバの移動範囲を小さくすることができるため、作製スペースをさらに省スペース化
できると言う利点がある。
【００３８】
　図６は光ファイバと光学部品との光学接続構造を作製する場合の一例を示す工程図であ
る。すなわち、端部を被覆除去し、カットした光ファイバ１ａの端面に、上記のようにし
て粘着性接続部材２１を付着させ、光学レンズ３と、所定の間隔で配置する（図６（ａ）
）。次いで光ファイバを光学レンズに接触させるまで移動させることにより、光ファイバ
と光学レンズを光学的に接続した光学接続構造が形成される（図６（ｂ））。図に示すよ
うに中央部より外周部に向けて段階的にあるいは連続的に厚みが薄くなるような凸形状の
光学部品であっても、本発明によれば容易に光学接続を行なうことができる。また、上記
方法によれば、光学部品を固定した状態で安定な接続を保持することができる。なお、粘
着性接続部材は光学レンズに貼り付ける必要はなく、少なくとも光ファイバのコア部だけ
を光学レンズに接触するようにすればよい。したがって、粘着性接続部材を容易に光学レ
ンズから剥がすことも可能であり、光学レンズが汚染されることを防止することも可能で
ある。
【００３９】
　図７は、本発明の光学接続構造を作製する好ましい一例を説明する工程図であって、接
続用整列部材を用いて光学接続構造を形成する場合を示している。すなわち、上記のよう
にして、先端を被覆除去し、カットして、端面に粘着性接続部材２１を貼着した光ファイ
バ１ａを、貫通孔を有する接続用整列部材４の貫通孔４３に挿入する（図７（ａ））。次
に対向側の貫通孔より先端を被覆除去し、カットした光ファイバ１ｂを挿入し、その光フ
ァイバの端面を粘着性接続部材に押し当てることにより、光学的な接続を行う（図７ｂ）
）。本発明において、粘着性接続部材は、接続に必要な最小限の範囲で光ファイバ端面を
覆っているので、狭い貫通孔を有する整列部材内であっても使用できる。また、粘着性接
続部材を保持するための特別な部材は必要とされないため、光ファイバの軸方向の移動を
自由に行うことができる。したがって、光学部品の実装の際には、接続状態を維持したま
ま自由に光ファイバの位置を調節することができる。また、接続用整列部材を用いること
により粘着性接続部材を接続用整列部材内に収納できるため、取り扱い性と埃・塵の付着
防止効果を向上させることができる。
【００４０】
　図８は、本発明の光伝送媒体の端面処理方法の一例の工程図であって、１枚のシート状
粘着性接続部材から複数の光ファイバの端面処理が行なわれる場合を示している。すなわ
ち、図８に示すように先端を被覆除去し、カットした光ファイバテープ心線１０を、光フ
ァイバの軸方向に移動して、光ファイバ１ａ～１ｄの端面を、図示されていない支持部材
で支持されたシート状粘着性接続部材２に接触させる（図８（ａ））。そして、更に移動
させることにより、シート状粘着性接続部材の一部が光ファイバの端面に貼着した状態で
切り離され、各光ファイバ１ａ～１ｄの端面に粘着性接続部材２１ａ～２１ｄを一括して
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設けることができる（図８（ｂ））。この場合、光ファイバテープ心線１０の光ファイバ
先端のカットにばらつきがあってもその影響を受けないため、各光ファイバに同じように
接続部材を密着させることができる。なお、図においては４本の光ファイバを示している
が、その本数は特に限定されるものではない。
【００４１】
　図９は、本発明の光伝送媒体の端面処理方法の一例の工程図であって、シート状粘着性
接続部材を支持する支持部材を使用した場合の一例を示している。図において、支持部材
５は１つの貫通孔５３を有しており、貫通孔は光ファイバ心線または光ファイバ素線が挿
入できる。支持部材の片面には貫通孔を覆うようにシート状接着性接続部材２が貼りけら
れている。先端を被覆除去し、カットした光ファイバ１を貫通孔５３に挿入し（図９（ａ
））、シート状接着性接続部材と光ファイバ１の端面が接触するまで移動させ（図９（ｂ
））、さらに光ファイバを移動させて貫通孔を貫通することにより、シート状粘着性接続
部材の一部が光ファイバの端面に貼着した状態で切り離され、光ファイバ端面に粘着性接
続部材２１を貼着することができる。（図９（ｃ））。この図に示す場合、シート状粘着
性接続部材２を支持する支持部材５を設けることにより、シート状粘着性接続部材の切り
離しを光ファイバの形状に合わせて行うことができるため、良好な歩留まりで処理するこ
とができる。また、一定の角度を有している光ファイバの端面であっても、確実に粘着性
接続部材を付着させることができる。
【００４２】
　図１０は、本発明の光伝送媒体の端面処理方法の一例の工程図であって、シート状粘着
性接続部材を支持する支持部材を使用した場合の他の一例を示している。また、図１１は
支持部材の断面図である。これらの図の場合、支持部材は、光ファイバを案内するＶ字状
整列溝５４を有する下部基板５１の上に、ガラスなどの上部平板５２を載置した構造を有
しており、整列溝５４と上部平板５２とによって貫通孔が形成されている。支持部材の一
端には、シート状粘着性接続部材２が貼着固定されている（図１０（ａ））。このような
支持部材を用いる場合、光ファイバ１を整列溝に載置した後、上部平板５２を下部基板５
１の上に載せることも可能である（図１０（ａ））。そして整列溝に載置した光ファイバ
１は、整列溝に沿って軸方向に移動させることにより、その端面をシート状粘着性接続部
材２に接触して密着させ（図１０（ｂ））、さらに移動させて、その端面に粘着性接続部
材２１を貼着することができる（図１０（ｃ））。また、貫通孔を貫通した後、上部平板
５２を外すことにより、粘着性接続部材を設けた光ファイバ１を上方より容易に取り出す
ことができる（図１０（ｄ）)。
【００４３】
　図１２は本発明の光伝送媒体の端面処理方法の一例の工程図であって、シート状粘着性
接続部材を支持する支持部材を使用した場合のさらに他の一例を示している。図において
、支持部材５は、中央付近にシート状粘着性接続部材を支持する深溝５５を有し、また、
その深溝を挟んだ両側には、同軸の一対の貫通孔５３を有し、光ファイバの整列機能を有
すると共に、シート状粘着性接続部材を支持する機能も同時に備えている（図１２（ａ）
）。まずシート状粘着性接続部材２を貫通孔に対して垂直になるように深溝５５に挿入す
る（図１２（ｂ））。次に被覆除去し、カットした光ファイバ１ａを片方の貫通孔５３に
挿入し、貫通孔内で光ファイバの端面をシート材に接触させ、更に光ファイバを移動させ
て、他方の貫通孔に挿入させる。これによって、シート状粘着性接続部材の一部が切り離
され、光ファイバの端部に粘着性接続部材２１が貼着する（図１２（ｃ））。次に、もう
片側の貫通孔より他の光ファイバ１ｂを挿入し、粘着性接続部材に密着するまで移動させ
る（図１２（ｄ））。この図に示す場合、整列機能を備えた一つの支持部材で光ファイバ
を接続することができる。その際、光ファイバの接続点の位置は自由に設定できるため、
取り扱い性と作業性が格段に向上する。
【００４４】
　本発明において、図７に示されるような接続用整列部材や、図９および１０に示される
ようなシート状粘着性接続部材の支持部材を用いたときの光ファイバ同士の位置合わせ方
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法は、光ファイバ端面が同軸上で位置合わせされていればよく、特に限定されるものでは
ない。図７に示すように貫通孔に挿入したり、あるいは図１０に示すようにＶ字状整列溝
などの整列溝の上に光ファイバを載置したりしてもよい。なお、Ｖ字状整列溝などの整列
溝の場合は、例えばガラスなどの平板を上から押さえ込み、その溝を囲うことにより貫通
孔としてもよく、この場合、光ファイバの載置を上部から行うことが可能となるため、光
ファイバ同士を粘着性接続部材を介して仮接続させて載置することができ、接続部の位置
を自由に設定することが可能になる。また、光ファイバの載置をしやすくするために貫通
孔先端をコーン状にするなどの加工を施しても構わない。
【００４５】
　接続用整列部材やシート状粘着性接続部材を支持するための支持部材のサイズは特に限
定させるものではなく、光ファイバの種類または本数によって適宜選択すればよく、その
形状も特に限定されるものではない。例えば、半円柱状形、直方体状形などの形状が挙げ
られる。更に貫通孔や整列溝の構造、位置、形状も特に限定されるものではない。また、
例えばＭＴコネクタフェルールなどの既存の部材も前記接続用整列部材あるいは支持部材
として用いても良い。更に接続用整列部材を構成する材料も特に限定されるものではない
が、例えばポリアセタール樹脂のような摩擦係数が小さい材料や熱変形しにくいなどの機
械特性が良好な材料、ステンレス鋼、三フッ化エチレン樹脂、テトラフルオロエチレン樹
脂などの腐食しない材料、または化学物質や溶剤に対して反応性が小さい材料であること
が好ましい。
【００４６】
　以下、本発明の光学接続構造とその作製方法、特に粘着性接続部材の設置工程を実施例
によって説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。
【実施例１】
【００４７】
　図１３に示すようにして光ファイバの端面処理を行なった。すなわち、光学部材のシー
ト状粘着性接続部材２として、屈折率１．４６に調節したアクリル系粘着材をシート化し
、厚み２５μｍ、サイズ８ｍｍ×１６ｍｍのシートを用いた。これをシートと同等のサイ
ズのＵ字型の支持部材５にしわがないように貼り付けた（図１３（ａ））。次に、１本の
光ファイバ１（古河電工製、外径２５０μｍ、クラッド径１２５μｍ、コア径１０μｍ）
の被覆を端部から２０ｍｍ除去し、光ファイバ素線を剥き出しにし、端部から１０ｍｍの
ところで光ファイバ素線をカットした。次に、支持部材に貼り付けたシート材を光ファイ
バ素線の端面に密着させて配置した（図１３（ｂ））。そして、光ファイバ端面に接触し
て密着するシート状粘着性接続部材を非接触部分から切り離されるまで光ファイバ１を移
動させた（図１３（ｃ））。次いで、端面に粘着性接続部材２１が貼着した光ファイバを
上方に移動し、光ファイバをシートを支持する支持部材５より取り外した（図１３（ｄ）
）。この場合、光ファイバに接する面における粘着性接続部材の周辺部は、コアの中心か
ら５０μｍ～６５μｍ程度であった。
【００４８】
　この粘着性接続部材２１を具備した光ファイバ１ａを図１４に示すような幅が２５０μ
ｍ、高さ２５０μｍのＶ字状整列溝４４を中央に有する下部基板４１（１０ｍｍ×４０ｍ
ｍ×１０ｍｍ）のＶ字状整列溝内に載置し、他方、先端を被覆除去し、カットした光ファ
イバ１ｂを対向するように載置した。２つの光ファイバ１ａ及び１ｂをＶ字状整列溝に沿
わせて、粘着性接続部材２１が密着するまで近づけ、この状態で、上方からガラス製の上
部平板４２をＶ字状整列溝を有する下部基板に載せて固定した。
【００４９】
　以上のようにして、２つの光ファイバをＶ字状整列溝内にて周囲の汚染が起きることな
く簡単に接続させることができた。また、粘着性接続部材の柔軟性により光ファイバの端
面周辺の自由度が増すために光ファイバに過剰な押圧力がかからなくなり、その結果、光
ファイバの破損が起こることなく、極めて良好な取り扱い性で光学接続を行うことができ
た。また、粘着性接続部材の粘着性により光ファイバ端面が密着するために接続損失が０



(12) JP 4043448 B2 2008.2.6

10

20

30

40

50

．３ｄＢと小さかった。形成された光ファイバの接続構造において、Ｄ１は５０μｍ、Ｄ

２は６５μｍであった。
【００５０】
 また、図１３に示す光ファイバの端面処理方法は、光ファイバを移動させるだけで、簡
単に支持部材に固定した接続部材を光ファイバ端面に貼着させることができ、取り扱い性
が良好であった。
【実施例２】
【００５１】
　実施例１と同様に粘着性接続部材の光ファイバ端面への貼着を行なった。光学接続工程
において、光ファイバと光ファイバの端面同士が粘着性接続部材を介して突き合わされる
ときに、粘着性接続部材が厚さ１０μｍになるまで光ファイバを押し当て、内部変形させ
る工程を採用した以外は実施例１と同様の方法で光ファイバを光学的に接続した。このと
き、接続損失を測定したところ、０．２ｄＢであった。このように粘着性接続部材を変形
させることで、さらに光ファイバ間の端面を近接させることができるため、より低損失な
接続を実現することができた。この実施例の場合、Ｄ１はファイバクラッド径より小さく
(実測不能）、Ｄ２は約８５μｍであった。
【実施例３】
【００５２】
　図１５に示すようにして光ファイバ１とロッドレンズ６の接続を行なった。すなわち、
実施例１の方法で作製した端面に粘着性接続部材２が貼着した光ファイバ１を、下部基板
４１のＶ字状整列溝４４に設置した。一方、ロッドレンズ６（ｍｆｌｅｎｄｓ社製、外径
２ｍｍφ）を２．１ｍｍφの貫通孔７１を有し、端面が下部基板に突き合わされているレ
ンズ用固定部材７に挿入し、レンズ用固定部材の端面にロッドレンズの端面を合わせ、ロ
ッドレンズがＶ字状整列溝４４と同軸上に位置合わせされた状態にし、ロッドレンズを接
着剤でレンズ用固定部材に固定した。次に、光ファイバをＶ字状整列溝に這わせるように
移動させて光ファイバの端面の粘着性接続部材をロッドレンズに接触させた。その後、光
ファイバを上部平板４２と下部基板４１で挟み込み、さらに光ファイバ固定部材８でそれ
らを挟み、固定した。このように、光ファイバとレンズのようにサイズの異なる光学部品
の接続であっても、光学部品を固定した状態で容易に安定な接続をすることができ、また
光ファイバを押し当てて粘着性接続部材を接触させることによって、レンズと粘着性接続
部材は最小限の面積で、接触させることができ、また簡単に剥がすことができる。
【実施例４】
【００５３】
　図１０に示すようにして、光ファイバの端面処理を行なった。すなわち、シート状粘着
性接続部材を支持する支持部材として、上部平板５２、下部基板５１の２つの部材（共に
サイズ１０ｍｍ×２０ｍｍ×１０ｍｍ、プラスチック製）により構成されており、上部支
持部材は平板であり、下部支持部材は中央に幅２５０μｍのＶ字状整列溝を設けた平板か
らなっていた。この２つの部材は図示されていない側面の２つのヒンジによって接合され
、その２つの部材を合わせると１つの貫通孔が形成されるものであった。次に、その貫通
孔に対して垂直方向の片端面に実施例１と同様のシート状粘着性接続部材２を密着させて
配置した（ａ）。次いで、先端から３０ｍｍの被覆を除去し、２０ｍｍにカットした光フ
ァイバ１を反対側端面の貫通孔に挿入し、光学部材のシート材に突き当たるまで光ファイ
バを移動させた（ｂ）。そして、貫通孔を貫通するまで光ファイバを移動させ、シート状
粘着性接続部材の一部を切り離して分離させた（ｃ）。次いで、光ファイバ先端がシート
状粘着性接続部材に対して１０ｍｍ移動した後、上部平板を上方に開放し、光ファイバを
下部基板より取り外した（ｄ）。この場合、光ファイバに接する面における粘着性接続部
材の周辺部は、コアの中心から６０μｍ～７５μｍ程度であった。
【００５４】
　この製造方法において、光ファイバを貫通孔に挿入し、さらに移動させるだけで、簡単
に支持部材に密着したシート状粘着性接続部材を光ファイバに密着させることができ、極



(13) JP 4043448 B2 2008.2.6

10

20

30

40

50

めて良好な取り扱い性で端面に粘着性接続部材を備えた光ファイバを製造することができ
た。また貫通孔を有する支持部材を用いて接続部材のシート材を密着させて配置すること
により常にシート材の状態が安定して製造することができるため、良好な歩留まりを維持
することができた。さらに支持部材が上部部材と下部部材により構成され、上部部材を開
放することにより、接続部材付きの光ファイバを支持部材から無理なく取り外すことが可
能となった。
【実施例５】
【００５５】
　図１６に示すようにして光ファイバの光学接続を行った。接続用整列部材４（サイズ１
０ｍｍ×２０ｍｍ×４０ｍｍ）は、中央に幅０．２５ｍｍの深溝４５と一対の貫通孔４３
を有していた。一方、実施例１で用いたシート状粘着性接続部材２を、中央に空洞を有す
る透明のプラスチック樹脂の支持部材５（２ｍｍ角厚み０．１ｍｍ）２枚で挟み込み、シ
ート状粘着性接続部材を内包したカートリッジを作製した。このカートリッジを、図１６
（ａ）に示すように、接続用整列部材の深溝４５に装着した。先端２５ｍｍを被覆除去し
、カットした光ファイバ１ａ、１ｂを貫通孔にそれぞれ挿入し、一方の光ファイバ１ａを
カートリッジに内包された粘着性接続部材のシート材に接触させ（ｂ）、更にゆっくり押
し込むことにより、粘着性接続部材２１が光ファイバの端面に貼着されるようにした（ｃ
）。この光ファイバを適当な位置まで移動させ、接続用整列部材に接着剤で固定した。次
に対向するもう一方の光ファイバ１ｂを移動し、粘着性接続部材に接触させた。その後、
この光ファイバを接続用整列部材に接着剤で固定した。
【００５６】
　以上のようにして、接続用整列部材内で、粘着性接続部材のシート材を内包し、かつシ
ート状粘着性接続部材からその一部を切り離し、そのまま光学接続することで、粘着性接
続部材の貼着から光ファイバの接続までを一つの部材によって行うことができた。これに
よって、構造的に安定した光学接続が可能となり、光学接続構造の作製後に、粘着性接続
部材にゴミや塵の付着を防止することができ、生産効率が向上した。この場合、Ｄ１はフ
ァイバクラッド径より小さく(実測不能）、Ｄ２は約６５μｍであった。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】本発明の光学接続構造の最も基本的な例を示す側面図である。
【図２】本発明により作製された光学接続構造の一例を示す側面図である。
【図３】光ファイバの端面に粘着性接続部材が貼着した状態を説明するための説明図であ
り、（ａ）は光ファイバ端部の側面図、（ｂ）は平面図である。
【図４】本発明の光伝送媒体の端面処理方法の一例を説明するための工程図である。
【図５】本発明の光伝送媒体の端面処理方法の他の一例を説明するための工程図である。
【図６】光ファイバとレンズとの光学接続構造を作製する場合の一例を示す工程図である
。
【図７】本発明の光学接続構造を作製する一例を説明する工程図である。
【図８】本発明の光伝送媒体の端面処理方法の一例の工程図である
【図９】本発明の光伝送媒体の端面処理方法の他の一例の工程図である。
【図１０】本発明の光伝送媒体の端面処理方法の他の一例の工程図である。
【図１１】本発明に使用する図１０の支持部材のＡ－Ａ線断面図である。
【図１２】本発明の光伝送媒体の端面処理方法の他の一例の工程図である。
【図１３】実施例１の光伝送媒体の端面処理方法の一例の工程図である。
【図１４】実施例１に用いた接続用整列部材の（ａ）は側面図であり、（ｂ）はＢ－Ｂ線
断面図である。
【図１５】実施例３の光ファイバ１とロッドレンズの光学接続構造を作製する工程図であ
る。
【図１６】実施例５の光学接続構造を作製する工程図である。
【符号の説明】
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【００５８】
　１、１ａ～１ｄ…光ファイバ、１０…光ファイバテープ心線、１１…コア、１２…クラ
ッド、２…シート状粘着性接続部材、２１…粘着性接続部材、３…レンズ、４…接続用整
列部材、４１…下部基板、４２…上部平板、４３…貫通孔、４４…Ｖ字状整列溝、４５…
深溝、５…支持部材、５１…下部基板、５２…上部平板、５３、…貫通孔、５４…Ｖ字状
整列溝、５５…深溝、６…ロッドレンズ、７…レンズ用固定部材、７１…貫通孔、８ …
光ファイバ固定部材。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】
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