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(57)【要約】
【課題】光ファイバの高密度化が可能であり、結合損失
を低減することができる光配線接続部材を提供する。
【解決手段】光配線接続部材１は、ｍ×ｎ（ｍ，ｎはそ
れぞれ２以上の整数）本の光ファイバの端部がｍ行×ｎ
列に配置された一対の光ファイバ群５，２５の端部５ａ
，２５ａ同士を接続し、一方の光ファイバ群５の端部５
ａを収容する複数の第１コネクタ１０と、他方の光ファ
イバ群２５の端部２５ａを収容する複数の第２コネクタ
２０と、を備え、第１コネクタ１０は、ｍ行のうちの少
なくともいずれか一行に配置されたｎ本の光ファイバ６
を一括で収容し、第２コネクタ２０は、ｎ列のうちの少
なくともいずれか一列に配置されたｍ本の光ファイバ２
６を一括で収容し、一方の光ファイバ群５の端部５ａと
他方の光ファイバ群２５の端部２５ａとは、互いに突き
合わされて接続されている。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ｍ×ｎ（ｍ，ｎはそれぞれ２以上の整数）本の光ファイバの端部がｍ行×ｎ列に配置さ
れた一対の光ファイバ群の前記端部同士を接続する光配線接続部材であって、
　一方の前記光ファイバ群の前記端部を収容する複数の第１コネクタと、
　他方の前記光ファイバ群の前記端部を収容する複数の第２コネクタと、を備え、
　前記一方の光ファイバ群における前記ｍ×ｎ本の光ファイバは前記複数の第１コネクタ
のいずれかに収容され、
　前記第１コネクタは、前記ｍ行のうちの少なくともいずれか一行に配置されたｎ本の光
ファイバを一括で収容し、
　前記他方の光ファイバ群における前記ｍ×ｎ本の光ファイバは前記複数の第２コネクタ
のいずれかに収容され、
　前記第２コネクタは、前記ｎ列のうちの少なくともいずれか一列に配置されたｍ本の光
ファイバを一括で収容し、
　前記一方の光ファイバ群の前記端部と前記他方の光ファイバ群の前記端部とは、互いに
突き合わされて接続されている、光配線接続部材。
【請求項２】
　前記一方の光ファイバ群の前記端部において、各行に配置されたｎ本の前記光ファイバ
を一括で収容するｍ個の前記第１コネクタと、
　前記他方の前記光ファイバ群の前記端部において、各列に配置されたｍ本の前記光ファ
イバを一括で収容するｎ個の前記第２コネクタと、を備えている、請求項１に記載の光配
線接続部材。
【請求項３】
　前記第１コネクタが固定されるとともに、前記第２コネクタが固定されるアダプタ部材
を更に備える、請求項１又は２に記載の光配線接続部材。
【請求項４】
　前記アダプタ部材は、
　一端面と前記一端面の逆側の他端面とを含む枠体を有し、
　前記枠体は、前記第１コネクタとガイドピンを介して接続されるためのガイド孔を前記
一端面に有し、前記第２コネクタとガイドピンを介して接続されるためのガイド孔を前記
他端面に有する、請求項３に記載の光配線接続部材。
【請求項５】
　前記一方の光ファイバ群の前記端部と前記他方の光ファイバ群の前記端部とは、屈折率
整合材を介して互いに突き合わされている、請求項１～４のいずれか一項に記載の光配線
接続部材。
【請求項６】
　前記第１コネクタのうち、列方向における両端に位置する前記第１コネクタは、前記第
２コネクタとガイドピンを介して接続されるためのガイド孔を有し、
　前記第２コネクタのうち、行方向における両端に位置する前記第２コネクタは、前記第
１コネクタとガイドピンを介して接続されるためのガイド孔を有する、請求項１又は２に
記載の光配線接続部材。
【請求項７】
　前記ｍ個の第１コネクタのうち、列方向における両端に位置する前記第１コネクタは、
前記ｎ個の第２コネクタとガイドピンを介して接続されるためのｎ個のガイド孔を有し、
　前記ｎ個の第２コネクタのうち、行方向における両端に位置する前記第２コネクタは、
前記ｍ個の第１コネクタとガイドピンを介して接続されるためのｍ個のガイド孔を有する
、請求項２に記載の光配線接続部材。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、光配線接続部材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、波長分割多重方式（ＷＤＭ；Wavelength Division Multiplex）の光通信の分野
において、例えばＲＯＡＤＭ（reconfigurable optical add drop multiplexer）といっ
た光信号処理装置が知られている。このような装置では、入力されたＷＤＭの信号を波長
ごとに分離し、分離された各信号成分を波長ごとに集める配線構成が必要となっている。
【０００３】
　このような配線構成として、例えば、特許文献１には、一方向に積層された第１コネク
タ積層体と、一方向に直交する他方向に積層された第２コネクタ積層体とを含む光クロス
コネクタ機構が開示されている。この機構では、第１コネクタ積層体及び第２コネクタ積
層体に保持された光ファイバの先端にレンズが設けられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許第８７６８１１６号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に記載された機構のように光ファイバの先端にレンズが設け
られている場合、レンズの外径が光ファイバの外径よりも大きく形成される。そのため、
コネクタ内における光ファイバのピッチがレンズの制約を受けることで、光ファイバの高
密度化が困難となっている。また、レンズ間における反射等によって、結合損失が大きく
なる虞がある。
【０００６】
　本発明は、光ファイバの高密度化が可能であり、結合損失を低減することができる光配
線接続部材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】
　一形態の光配線接続部材は、ｍ×ｎ（ｍ，ｎはそれぞれ２以上の整数）本の光ファイバ
の端部がｍ行×ｎ列に配置された一対の光ファイバ群の端部同士を接続する光配線接続部
材であって、一方の光ファイバ群の端部を収容する複数の第１コネクタと、他方の光ファ
イバ群の端部を収容する複数の第２コネクタと、を備え、一方の光ファイバ群におけるｍ
×ｎ本の光ファイバは複数の第１コネクタのいずれかに収容され、第１コネクタは、ｍ行
のうちの少なくともいずれか一行に配置されたｎ本の光ファイバを一括で収容し、他方の
光ファイバ群におけるｍ×ｎ本の光ファイバは複数の第２コネクタのいずれかに収容され
、第２コネクタは、ｎ列のうちの少なくともいずれか一列に配置されたｍ本の光ファイバ
を一括で収容し、一方の光ファイバ群の端部と他方の光ファイバ群の端部とは、互いに突
き合わされて接続されている。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の一形態によれば、光ファイバの高密度化が可能であり、結合損失を低減するこ
とができる光配線接続部材を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】一実施形態に係る光配線接続部材の配線の構成を説明するための概念図である。
【図２】一実施形態に係る光配線接続部材を示す斜視図である。
【図３】図２の光配線接続部材におけるコネクタを示す斜視図である。
【図４】アダプタ部材を示す斜視図である。
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【図５】他の形態に係る光配線接続部材のコネクタを示す斜視図である。
【図６】さらに他の形態に係る光配線接続部材のコネクタを示す斜視図である。
【図７】さらに他の形態に係る光配線接続部材のコネクタを示す斜視図である。
【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、本発明の実施形態の内容を列記して説明する。本発明の一実施形態に係る光配
線接続部材は、ｍ×ｎ（ｍ，ｎはそれぞれ２以上の整数）本の光ファイバの端部がｍ行×
ｎ列に配置された一対の光ファイバ群の端部同士を接続する光配線接続部材であって、一
方の光ファイバ群の端部を収容する複数の第１コネクタと、他方の光ファイバ群の端部を
収容する複数の第２コネクタと、を備え、一方の光ファイバ群におけるｍ×ｎ本の光ファ
イバは複数の第１コネクタのいずれかに収容され、第１コネクタは、ｍ行のうちの少なく
ともいずれか一行に配置されたｎ本の光ファイバを一括で収容し、他方の光ファイバ群に
おけるｍ×ｎ本の光ファイバは複数の第２コネクタのいずれかに収容され、第２コネクタ
は、ｎ列のうちの少なくともいずれか一列に配置されたｍ本の光ファイバを一括で収容し
、一方の光ファイバ群の端部と他方の光ファイバ群の端部とは、互いに突き合わされて接
続されている。
【００１１】
　このような光接続配線部材では、第１コネクタに収容されるｎ本の光ファイバのそれぞ
れが、複数の第２コネクタのいずれかに接続されることによって、一の第１コネクタと全
ての第２コネクタとが互いに接続される。これにより、第２コネクタのそれぞれには、複
数の第１コネクタからそれぞれ光ファイバの端部が接続されるので、各第１コネクタから
所定の信号を一の第２コネクタに集めることができる。この光配線接続部材では、一方の
光ファイバ群の端部と他方の光ファイバ群の端部とが、レンズを介することなく、互いに
突き合わされて接続されている。そのため、レンズの外径による制約がなく、光ファイバ
の高密度化を容易に行うことができ、さらに結合損失も低減することができる。
【００１２】
　また、一形態に係る光配線接続部材において、一方の光ファイバ群の端部において、各
行に配置されたｎ本の光ファイバを一括で収容するｍ個の第１コネクタと、他方の光ファ
イバ群の端部において、各列に配置されたｍ本の光ファイバを一括で収容するｎ個の第２
コネクタと、を備えていてもよい。
【００１３】
　このような光接続配線部材では、第１コネクタに収容されるｎ本の光ファイバの端部が
、それぞれ互いに異なるｎ個の第２コネクタに収容された光ファイバの端部に接続されて
いる。換言すると、第２コネクタに収容されるｍ本の光ファイバの端部が、それぞれ互い
に異なるｍ個の第１コネクタに収容された光ファイバの端部に接続されている。これによ
り、第２コネクタのそれぞれには、ｍ個の第１コネクタからそれぞれ１本の光ファイバの
端部が接続されるので、各第１コネクタから所定の信号のみを一の第２コネクタに集める
ことができる。この光配線接続部材では、一方の光ファイバ群の端部と他方の光ファイバ
群の端部とが、レンズを介することなく、互いに突き合わされて接続されている。そのた
め、レンズの外径による制約がなく、光ファイバの高密度化を容易に行うことができ、さ
らに結合損失も低減することができる。
【００１４】
　また、一形態に係る光配線接続部材において、ｍ個の第１コネクタが固定されるととも
に、ｎ個の第２コネクタが固定されるアダプタ部材を更に備えてもよい。アダプタ部材に
対して第１コネクタ及び第２コネクタの両方が固定される構成であるため、第１コネクタ
と第２コネクタとの位置決めを行いやすい。
【００１５】
　また、一形態に係る光配線接続部材において、アダプタ部材は、一端面と一端面の逆側
の他端面とを含む枠体を有してもよい。この場合、枠体は、ｍ個の第１コネクタとガイド
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ピンを介して接続されるためのガイド孔を一端面に有し、ｎ個の第２コネクタとガイドピ
ンを介して接続されるためのガイド孔を他端面に有してもよい。第１コネクタ及び第２コ
ネクタがアダプタ部材に対してガイドピンによって接続されるので、第１コネクタと第２
コネクタとの位置決めを精度よく容易に行うことができる。
【００１６】
　また、一形態に係る光配線接続部材において、一方の光ファイバ群の端部と他方の光フ
ァイバ群の端部とは、屈折率整合材を介して互いに突き合わされていてもよい。一方の光
ファイバの端部と他方の光ファイバの端部との光学的な接続を安定して保持することがで
きる。
【００１７】
　また、一形態に係る光配線接続部材において、ｍ個の第１コネクタのうち、列方向にお
ける両端に位置する第１コネクタは、ｎ個の第２コネクタとガイドピンを介して接続され
るためのｎ個のガイド孔を有し、ｎ個の第２コネクタのうち、行方向における両端に位置
する第２コネクタは、ｍ個の第１コネクタとガイドピンを介して接続されるためのｍ個の
ガイド孔を有する。第１コネクタと第２コネクタとがガイドピンを介して直接接続される
ことによって、第１コネクタと第２コネクタとの位置決めを精度よく容易に行うことがで
きる。
【００１８】
　［本願発明の実施形態の詳細］
　本発明の実施形態に係る光配線接続部材の具体例を、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。以下の説明では、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。
【００１９】
［第１実施形態］
　まず、一形態に係る光配線接続部材の配線構成についての、基本的な概念について説明
する。図１は、光配線接続部材の配線構成を説明するための概念図である。図１に示すよ
うに、光配線接続部材は、ｍ（ｍは２以上の整数）個の第１コネクタＡ１～Ａｍとｎ（ｎ
は２以上の整数）個の第２コネクタＢ１～Ｂｎとを有する。ここで、例えば第１コネクタ
Ａ１～Ａｍには、それぞれ異なるＷＤＭ信号Ｓ１～Ｓｍを波長ごとに分離したｎ個の信号
成分λ１～λｎが入力される。この場合、第１コネクタＡ１～Ａｍと第２コネクタＢ１～
Ｂｎとは、第１コネクタＡ１～Ａｍから出力される信号成分λ１～λｎが、波長ごとに第
２コネクタＢ１～Ｂｎに集められるように接続される。例えば、第１コネクタＡ１～Ａｍ
から出力される信号成分λ１は、全て第２コネクタＢ１に入力される。本実施形態では、
第１コネクタＡ１～Ａｍに収容された光ファイバの端部と第２コネクタＢ１～Ｂｎに収容
された光ファイバの端部とが突き合わされて接続されることで、上記の配線構成を実現し
ている。
【００２０】
　次に光配線接続部材の具体的な構成の一例について説明する。本実施形態の光配線接続
部材は、ｍ×ｎ本の光ファイバの端部がｍ行×ｎ列に配置された一対の光ファイバ群の端
部同士を接続し、一方の光ファイバ群の端部において、各行に配置されたｎ本の光ファイ
バを一括で収容するｍ個の第１コネクタと、他方の光ファイバ群の端部において、各列に
配置されたｍ本の光ファイバを一括で収容するｎ個の第２コネクタと、を備え、一方の光
ファイバ群の端部と他方の光ファイバ群の端部とは、互いに突き合わされて接続されてい
る。以下、ｍ及びｎがいずれも「８」である例について説明する。すなわち、８行×８列
に配列された光ファイバからなる光ファイバ群５の端部５ａと、同じく８行×８列に配列
された光ファイバからなる光ファイバ群２５の端部２５ａとが接続される例について説明
する。
【００２１】
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　図２は、一実施形態に係る光配線接続部材を概略的に示す斜視図である。図２に示すよ
うに、光配線接続部材１は、８個の第１コネクタ１０と、８個の第２コネクタ２０と、ア
ダプタ部材３０とを備えている。第１コネクタ１０は第１コネクタＡ１～Ａ８に相当し、
第２コネクタ２０は第２コネクタＢ１～Ｂ８に相当している。第１コネクタ１０及び第２
コネクタ２０はいずれも板状に形成されている。光配線接続部材１では、８個の第１コネ
クタ１０が列方向に積層され、且つ、８個の第２コネクタ２０が行方向に積層されている
。そして、第１コネクタ１０と第２コネクタ２０とがアダプタ部材３０によって互いに接
続される。なお、図２では、第１コネクタ１０及び第２コネクタ２０に収容される６４（
ｍ×ｎ）本の光ファイバを省略しているが、これら６４本の光ファイバの端部は、８行×
８列に配置されている。以下、第１コネクタ１０、第２コネクタ２０及びアダプタ部材３
０について、詳細に説明する。
【００２２】
　図３の（ａ）は第１コネクタを示す斜視図である。図３の（ａ）では、一の第１コネク
タ１０のみで光ファイバ６を描いており、他の７個の第１コネクタ１０では光ファイバ６
を省略している。なお、８個の第１コネクタ１０に収容される６４本の光ファイバ６によ
って光ファイバ群５が構成される。第１コネクタ１０は、例えば並列する複数の光ファイ
バ保持孔を内部に有するフェルールであり、行方向に配置された８本の光ファイバ６の端
部を一括で収容する。第１コネクタ１０の外形は、行方向に延在する板状をなしている。
第１コネクタ１０は、光ファイバ６が挿入される端面１０ａと、この端面１０ａとは逆側
の端面１０ｂとを有する。光ファイバ６の端部６ａでは、樹脂被覆が除去されることによ
り、裸光ファイバが露出しており、この露出した裸光ファイバが第１コネクタ１０に収容
されている。端面１０ｂでは、第１コネクタ１０に収容された光ファイバ６の端部６ａが
露出している。例えば端部６ａは、端面１０ｂから突出している。
【００２３】
　第１コネクタ１０の行方向の両端では、端面１０ｂ側が端面１０ａ側に後退した段部１
１，１２が形成されている。この段部１１，１２には、それぞれガイド孔１３が形成され
ている。ガイド孔１３には、アダプタ部材３０と接続するためのガイドピン（図４参照）
が嵌合され得る。本実施形態では、第１コネクタ１０の段部１１，１２において、一対の
ガイド孔１３が光軸方向に沿って形成されている。
【００２４】
　図３の（ｂ）は光配線接続部材における第２コネクタを示す斜視図である。図３の（ｂ
）では、一の第２コネクタ２０のみで光ファイバ２６を描いており、他の７個の第２コネ
クタ２０では光ファイバ２６を省略している。なお、８個の第２コネクタ２０に収容され
る６４本の光ファイバ２６によって光ファイバ群２５が構成される。第２コネクタ２０は
、例えばフェルールであり、列方向に配置された８本の光ファイバ２６の端部を一括で収
容する。第２コネクタ２０の外形は、列方向に延在する板状をなしている。第２コネクタ
２０は、光ファイバ２６が挿入される端面２０ａと、この端面２０ａとは逆側の端面２０
ｂとを有する。光ファイバ２６の端部２６ａでは、樹脂被覆が除去されることにより、裸
光ファイバが露出しており、この露出した裸光ファイバが第２コネクタ２０に収容されて
いる。端面２０ｂでは、第２コネクタ２０に収容された光ファイバの端部２６ａが露出し
ている。例えば端部２６ａは、端面２０ｂから突出している。
【００２５】
　第２コネクタ２０の列方向の両端では、端面２０ｂ側が端面２０ａ側に後退した段部２
１，２２が形成されている。この段部２１，２２には、それぞれガイド孔２３が形成され
ている。ガイド孔２３には、アダプタ部材３０と接続するためのガイドピン（図４参照）
が嵌合され得る。本実施形態では、第２コネクタ２０の段部２１，２２において、一対の
ガイド孔２３が光軸方向に沿って形成されている。
【００２６】
　本実施形態では、第１コネクタ１０が積層された状態における８個の端面１０ｂによっ
て形成される面と、第２コネクタ２０が積層された状態における８個の端面２０ｂによっ
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て形成される面とで、行方向及び列方向の長さが同じになっている。また、第１コネクタ
１０が積層された状態における６４本の光ファイバ６の端部６ａでは、行方向及び列方向
のピッチが同じ長さとなる。同様に、第２コネクタ２０が積層された状態における６４本
の光ファイバ２６の端部２６ａでは、行方向及び列方向のピッチが同じ長さとなる。そし
て、第１コネクタ１０における光ファイバ６のピッチと、第２コネクタ２０における光フ
ァイバ２６のピッチとは同じとなっている。
【００２７】
　図４は、アダプタ部材を示す斜視図である。アダプタ部材３０は、８個の第１コネクタ
１０及び８個の第２コネクタ２０が固定される枠体３１を含む。枠体３１は、中央に空間
ＳＰを有する矩形状をなしている。枠体３１は、空間ＳＰを囲む端面（一端面）３１ａと
、端面３１ａの逆側の端面（他端面）３１ｂとを含む。端面３１ａには、複数のガイド孔
３３が形成されている。本実施形態では、枠体３１のガイド孔３３と、第１コネクタ１０
のガイド孔１３とがガイドピン３９によって接続される。そのため、ガイド孔３３は、８
個の第１コネクタ１０に対応して、端面３１ａの行方向（左右方向）の両端にそれぞれ８
個形成されている。ガイド孔３３は列方向（上下方向）に整列している。
【００２８】
　端面３１ｂには、複数のガイド孔３５が形成されている。本実施形態では、枠体３１の
ガイド孔３５と、第２コネクタ２０のガイド孔２３とがガイドピン３９によって接続され
る。そのため、ガイド孔３５は、８個の第２コネクタ２０に対応して、端面３１ｂの列方
向の両端にそれぞれ８個形成されている。ガイド孔３５は行方向に整列している。
【００２９】
　８個の第１コネクタ１０が積層された状態では、第１コネクタ１０の端面１０ｂ側を空
間ＳＰ内に配置することができる。この際、第１コネクタ１０のガイド孔１３と枠体３１
のガイド孔３３とが、ガイドピン３９によって接続され得る。これにより、空間ＳＰ内に
おける、第１コネクタ１０の位置が決定される。同様に、８個の第２コネクタ２０が積層
された状態では、第２コネクタ２０の端面２０ｂ側を空間ＳＰ内に配置することができる
。この際、第２コネクタ２０のガイド孔２３と枠体３１のガイド孔３３とが、ガイドピン
３９によって接続され得る。これによって、空間ＳＰ内における第２コネクタ２０の位置
が決定される。この状態では、８個の第１コネクタ１０の端面１０ｂから突出した６４本
の光ファイバ６の端部６ａと、８個の第２コネクタ２０の端面２０ｂから突出した６４本
の光ファイバ２６の端部２６ａとが、互いに突き合わされて接続され得る。この場合、第
１コネクタ１０側の光ファイバ６の端部６ａと第２コネクタ２０側の光ファイバ２６の端
部２６ａとは、屈折率整合材を介して互いに突き合わされてもよい。
【００３０】
　以上説明した光配線接続部材１では、第１コネクタ１０に収容される８本の光ファイバ
６の端部６ａが、それぞれ互いに異なる８個の第２コネクタ２０に収容された光ファイバ
２６の端部２６ａに接続されている。換言すると、第２コネクタ２０に収容される８本の
光ファイバ２６の端部２６ａが、それぞれ互いに異なる８個の第１コネクタ１０に収容さ
れた光ファイバ６の端部６ａに接続されている。これにより、８個の第２コネクタ２０の
それぞれには、８個の第１コネクタ１０からそれぞれ１本の光ファイバ６の端部６ａが接
続されるので、各第１コネクタ１０から所定の信号のみを一の第２コネクタ２０に集める
ことができる。この光配線接続部材１では、一方の光ファイバ群５の端部５ａと他方の光
ファイバ群２５の端部２５ａとが、レンズを介することなく、互いに突き合わされて接続
されている。そのため、レンズの外径による制約がなく、光ファイバ６，２６の高密度化
を容易に行うことができ、さらに結合損失も低減することができる。
【００３１】
　また、一形態では、８個の第１コネクタ１０が固定されるとともに、８個の第２コネク
タ２０が固定されるアダプタ部材３０を備えている。アダプタ部材３０に対して第１コネ
クタ１０及び第２コネクタ２０の両方が固定される構成であるため、第１コネクタ１０と
第２コネクタ２０との位置決めを行いやすい。
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【００３２】
　また、一形態において、アダプタ部材３０では、枠体３１が８個の第１コネクタ１０と
ガイドピン３９を介して接続されるためのガイド孔３３を端面３１ａに有し、８個の第２
コネクタ２０とガイドピン３９を介して接続されるためのガイド孔３５を端面３１ｂに有
している。第１コネクタ１０及び第２コネクタ２０がアダプタ部材３０に対してガイドピ
ン３９によって接続されるので、第１コネクタ１０と第２コネクタ２０との位置決めを精
度よく容易に行うことができる。なお、ガイド孔３３は端面３１ａのみに存在している必
要はなく、端面３１ｂまで貫通していてもよい。同様に、ガイド孔３５は端面３１ｂのみ
に存在している必要はなく、端面３１ａまで貫通していてもよい。
【００３３】
　また、一形態において、一方の光ファイバ群５の端部５ａと他方の光ファイバ群２５の
端部２５ａとは、屈折率整合材を介して互いに突き合わされていてもよい。一方の光ファ
イバ６の端部６ａと他方の光ファイバ２６の端部２６ａとの光学的な接続を安定して保持
することができる。
【００３４】
［第２実施形態］
　本実施形態に係る光配線接続部材１０１は、第１コネクタと第２コネクタとがアダプタ
部材を介さず直接接続される点で第１実施形態の光配線接続部材１と相違している。以下
、主として第１実施形態と相違する点について説明し、同一の要素や部材については同一
の符号を付して詳しい説明を省略する。また、本実施形態では、第１実施形態と同様に、
ｍ及びｎがいずれも「８」である例について説明する。
【００３５】
　図５の（ａ）は光配線接続部材１０１における第１コネクタ１１０を示す斜視図である
。また、図５の（ｂ）は光配線接続部材１０１における第２コネクタ１３０を示す斜視図
である。図５の（ａ），（ｂ）では、光ファイバ群５、２５の全体を描くことを省略し、
第１コネクタ１１０から突出した光ファイバの端部６ａ及び第２コネクタ１３０から突出
した光ファイバの端部２６ａのみ描いている。
【００３６】
　図５の（ａ）に示すように、第１コネクタ１１０は、列方向に配置される６個の第１内
側コネクタ１１１と、６個の第１内側コネクタ１１１における列方向の両端に配置される
一対の第１外側コネクタ１２１とを有する。第１内側コネクタ１１１は、例えばフェルー
ルであり、行方向に配置された８本の光ファイバ６の端部６ａを一括で収容する。第１内
側コネクタ１１１の外形は、行方向に延在する板状なしている。第１内側コネクタ１１１
は、光ファイバ６が挿入される端面１１１ａと、この端面１１１ａとは逆側の端面１１１
ｂとを有する。光ファイバ６は、第１内側コネクタ１１１に収容されており、端面１１１
ｂでは、端部６ａが突出している。第１内側コネクタ１１１の端面１１１ｂには、行方向
の両端にそれぞれガイド孔１１３が形成されている。第１内側コネクタ１１１の端面１１
１ｂには、８本の光ファイバ６の端部６ａが行方向に並んでいる。
【００３７】
　第１外側コネクタ１２１は、例えばフェルールであり、行方向に配置された８本の光フ
ァイバ６の端部６ａを一括で収容する。第１外側コネクタ１２１の外形は、行方向に延在
する板状なしている。第１外側コネクタ１２１は、光ファイバ６が挿入される端面１２１
ａと、この端面１２１ａとは逆側の端面１２１ｂとを有する。光ファイバ６は、第１外側
コネクタ１２１に収容されており、端面１２１ｂでは、端部６ａが突出している。第１外
側コネクタ１２１の端面１２１ｂには、行方向の両端にそれぞれガイド孔１２３が形成さ
れている。第１外側コネクタ１２１の端面１２１ｂには、８本の光ファイバ６の端部６ａ
が行方向に並んでいる。また、端面１２１ｂには、８つのガイド孔１２５が行方向に並ん
でいる。第１外側コネクタ１２１及び第１内側コネクタ１１１が積層された状態では、ガ
イド孔１２５が第１コネクタ１１０の列方向の両端に位置するように一対の第１外側コネ
クタ１２１が配置される。
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【００３８】
　図５の（ｂ）に示すように、第２コネクタ１３０は、行方向に配置される６個の第２内
側コネクタ１３１と、６個の第２内側コネクタ１３１における行方向の両端に配置される
一対の第２外側コネクタ１４１とを有する。第２内側コネクタ１３１は、例えばフェルー
ルであり、列方向に配置された８本の光ファイバ６の端部６ａを一括で収容する。第２内
側コネクタ１３１の外形は、列方向に延在する板状なしている。第２内側コネクタ１３１
は、光ファイバ６が挿入される端面１３１ａと、この端面１３１ａとは逆側の端面１３１
ｂとを有する。光ファイバ６は、第２内側コネクタ１３１に収容されており、端面１３１
ｂでは、端部６ａが突出している。第２内側コネクタ１３１の端面１３１ｂには、列方向
の両端にそれぞれガイド孔１３３が形成されている。第２内側コネクタ１３１の端面１３
１ｂには、８本の光ファイバ６の端部６ａが列方向に並んでいる。
【００３９】
　第２外側コネクタ１４１は、例えばフェルールであり、列方向に配置された８本の光フ
ァイバ６の端部６ａを一括で収容する。第２外側コネクタ１４１の外形は、列方向に延在
する板状なしている。第２外側コネクタ１４１は、光ファイバ６が挿入される端面１４１
ａと、この端面１４１ａとは逆側の端面１４１ｂとを有する。光ファイバ６は、第２外側
コネクタ１４１に収容されており、端面１４１ｂでは、端部６ａが突出している。第２外
側コネクタ１４１の端面１４１ｂには、列方向の両端にそれぞれガイド孔１４３が形成さ
れている。第２外側コネクタ１４１の端面１４１ｂには、８本の光ファイバ６の端部６ａ
が列方向に並んでいる。また、端面１４１ｂには、８つのガイド孔１４５が列方向に並ん
でいる。第２外側コネクタ１４１及び第２内側コネクタ１３１が積層された状態では、ガ
イド孔１４５が第２コネクタ１３０の行方向の両端に位置するように一対の第２外側コネ
クタ１４１が配置される。
【００４０】
　本実施形態では、第１コネクタ１１０が積層された状態における６４本の光ファイバ６
の端部６ａにおける、行方向及び列方向のピッチが同じ長さとなる。同様に、第２コネク
タ１３０が積層された状態における６４本の光ファイバ２６の端部２６ａでも、行方向及
び列方向のピッチが同じ長さとなる。そして、第１コネクタ１１０におけるピッチと、第
２コネクタ１３０におけるピッチとは同じとなっている。
【００４１】
　第１コネクタ１１０のガイド孔１１３及びガイド孔１２３と第２コネクタ１３０のガイ
ド孔１４５とが、ガイドピンによって接続され得る。また、第１コネクタ１１０のガイド
孔１２５と第２コネクタ１３０のガイド孔１３３及びガイド孔１４３とが、ガイドピンに
よって接続され得る。この状態では、第１コネクタ１１０の端面１１１ｂ及び１２１ｂか
ら突出した６４本の光ファイバ６の端部６ａと、第２コネクタ１３０の端面１２１ｂ及び
１３１ｂから突出した６４本の光ファイバ２６の端部２６ａとが、互いに突き合わされて
接続され得る。この場合、第１コネクタ１１０側の光ファイバ６の端部６ａと第２コネク
タ１３０側の光ファイバ２６の端部２６ａとは、屈折率整合材を介して互いに突き合わさ
れてもよい。
【００４２】
　本実施形態では、第１コネクタ１１０と第２コネクタ１３０とがガイドピンを介して直
接接続されることによって、第１コネクタ１１０と第２コネクタ１３０との位置決めを精
度よく容易に行うことができる。
【００４３】
［第３実施形態］
　本実施形態に係る光配線部材２０１は、第１コネクタ及び第２コネクタが複数の行又は
複数の列に配置された光ファイバを一括で収容する点で第１実施形態の光配線接続部材１
と相違している。以下、主として第１実施形態と相違する点について説明し、同一の要素
や部材については同一の符号を付して詳しい説明を省略する。また、本実施形態では、第
１実施形態と同様に、ｍ及びｎがいずれも「８」である例について説明する。
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【００４４】
　図６は、光配線部材２０１における第１コネクタ２１０を示す斜視図である。第１コネ
クタ２１０は、行方向に配置された８本の光ファイバ６の端部を一括で収容する。本実施
形態では、４つの第１コネクタ２１０は、それぞれ２行に配置された計１６本の光ファイ
バ６を一括で収容する。これにより、端面２１０ｂでは、第１コネクタ２１０に収容され
た光ファイバ６の端部６ａが露出している。図示例では、行方向の両端に一か所ずつガイ
ド孔２３が形成されているが、例えば二か所ずつガイド孔２３が形成されてもよい。なお
、図６では２行に配置された光ファイバを一括で収容する例を示したが、これに限られる
ものではなく、一つの第１コネクタにおいて２行以上に配置された光ファイバを一括で収
容してもよい。また第２コネクタにおいても同様に、一つの第２コネクタに２列以上に配
置された光ファイバを一括で収容してもよい。また、第２コネクタとして、第１実施形態
の第２コネクタ２０が用いられてもよい。
【００４５】
［第４実施形態］
　本実施形態に係る光配線部材３０１は、第１コネクタ及び第２コネクタが複数の行又は
複数の列に配置された光ファイバを一括で収容する点で第２実施形態の光配線接続部材１
０１と相違している。以下、主として第１実施形態と相違する点について説明し、同一の
要素や部材については同一の符号を付して詳しい説明を省略する。また、本実施形態では
、第２実施形態と同様に、ｍ及びｎがいずれも「８」である例について説明する。
【００４６】
　図７は、光配線部材３０１における第１コネクタ３１０を示す斜視図である。第１コネ
クタ３１０は、列方向に配置される３個の第１内側コネクタ３１１と、３個の第１内側コ
ネクタ３１１における列方向の両端に配置される一対の第１外側コネクタ１２１とを有す
る。第１内側コネクタ３１１は、行方向に配置された８本の光ファイバ６の端部を一括で
収容する。３個の第１内側コネクタ３１１は、それぞれ２行に配置された計１６本の光フ
ァイバを一括で収容する。これにより、端面３１１ｂでは、第１内側コネクタ３１１に収
容された光ファイバ６の端部６ａが露出している。なお、図７では２行に配置された光フ
ァイバを一括で収容する例を示したが、これに限られるものではなく、一つの第１内側コ
ネクタ３１１において２行以上に配置された光ファイバを一括で収容してもよい。また、
第２コネクタにおいても、第１コネクタ３１０と同様に、一つの第２コネクタに２列以上
に配置された光ファイバを一括で収容してもよい。また、第２コネクタとして、第２実施
形態の第２コネクタ１３０が用いられてもよい。
【００４７】
　以上、本発明の実施の形態について図面を参照して詳述したが、具体的な構成はこの実
施形態に限られるものではない。
【００４８】
　例えば、ｍの値とｎの値とは同じ「８」である例を示したが、これに限定されない。ｍ
の値とｎの値とは、異なっていてもよく、また、２以上の整数であれば、１６や３２など
所望の値としてよい。例えば、ｍの値が「１６」であり、ｎの値が「３２」である場合、
接続される一対の光ファイバ群は、いずれも１６行×３２列に配置された５１２本の光フ
ァイバを有する。また、１６個の第１コネクタのそれぞれは、各行に配置された３２本の
光ファイバを収容する。また、３２個の第２コネクタのそれぞれは、各列に配置された１
６本の光ファイバを収容する。
【符号の説明】
【００４９】
　１，１０１…光配線接続部材、５，２５…光ファイバ群、５ａ，２５ａ…端部、６，２
６…光ファイバ、１０，１１０…第１コネクタ、１３…ガイド孔、２０，１３０…第２コ
ネクタ、２３…ガイド孔、３０…アダプタ部材、３３，３５…ガイド孔、３９…ガイドピ
ン、１１３，１２３，１２５，１３３，１４３，１４５…ガイド孔。
 



(11) JP 2017-187644 A 2017.10.12

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(12) JP 2017-187644 A 2017.10.12

【図５】 【図６】

【図７】



(13) JP 2017-187644 A 2017.10.12

フロントページの続き

(72)発明者  金森　弘雄
            神奈川県横浜市栄区田谷町１番地　住友電気工業株式会社横浜製作所内
Ｆターム(参考) 2H036 QA12  QA22  QA47  QA49  QA50 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

