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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】伝送容量の増大化を図ることが可能な光通信器
及びこれを備える光通信機を提供する。
【解決手段】光送受信モジュール２００は、複数の光フ
ァイバが接続される多芯光コネクタ１５と、複数の光受
信サブアセンブリ８１～９０と、信号処理回路３１と、
ドライバ５１と、光送信サブアセンブリ６１と、を備え
る。信号処理回路３１は、光受信サブアセンブリ８１～
９０から入力される並列の電気信号を時系列の電気信号
に変換して、これらの電気信号をドライバ５１に出力す
る。ここでは、並列の電気信号を時系列の電気信号に変
換するため、チャンネルの伝送容量が増加する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の光ファイバが接続されるコネクタと、
　前記複数の光ファイバからの複数の光信号を複数の電気信号にそれぞれ変換する複数の
光－電気変換器と、
　前記複数の光－電気変換器からの複数の電気信号を単一の電気信号に変換する電気信号
処理器と、
　前記電気信号処理器からの電気信号を光信号に変換する電気－光変換器と、
　を備えることを特徴とする光通信器。
【請求項２】
　複数の光ファイバが接続されるコネクタと、
　前記複数の光ファイバからの複数の光信号を複数の電気信号にそれぞれ変換する複数の
光－電気変換器と、
　前記複数の光－電気変換器からの複数の電気信号を異なる数の複数の電気信号に変換す
る電気信号処理器と、
　前記電気信号処理器からの複数の電気信号を複数の光信号にそれぞれ変換する複数の電
気－光変換器と、
　前記複数の電気－光変換器からの複数の光信号を合波して出力する合波器と、
　を備えることを特徴とする光通信器。
【請求項３】
　請求項２に記載の光通信器であって、
　前記電気信号処理器は、前記複数の光－電気変換器からの複数の電気信号をそれよりも
少ない数の複数の電気信号に変換する、
　ことを特徴とする光通信器。
【請求項４】
　請求項１または２に記載の光通信器であって、
　前記電気－光変換器は、外部変調式の光変調器を含み、ドライバによって電圧駆動され
る、
　ことを特徴とする光通信器。
【請求項５】
　請求項１または２に記載の光通信器であって、
　前記電気－光変換器は電界吸収型光変調器である、
　ことを特徴とする光通信器。
【請求項６】
　請求項１または２に記載の光通信器であって、
　前記電気－光変換器はリチウムナイオベイトを用いた光変調器である、
　ことを特徴とする光通信器。
【請求項７】
　入力される光信号を電気信号に変換する光－電気変換器と、
　前記光－電気変換器からの単一の電気信号を複数の電気信号に変換する電気信号処理器
と、
　前記電気信号処理器からの複数の電気信号を複数の光信号にそれぞれ変換する複数の電
気－光変換器と、
　前記複数の電気－光変換器からの複数の光信号が入力される複数の光ファイバが接続さ
れるコネクタと、
　を備えることを特徴とする光通信器。
【請求項８】
　入力される光に含まれる複数の光信号を分波する分波器と、
　前記分波器からの複数の光信号を複数の電気信号にそれぞれ変換する複数の光－電気変
換器と、
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　前記複数の光－電気変換器からの複数の電気信号を異なる数の複数の電気信号に変換す
る電気信号処理器と、
　前記電気信号処理器からの複数の電気信号を複数の光信号にそれぞれ変換する複数の電
気－光変換器と、
　前記複数の電気－光変換器からの複数の光信号が入力される複数の光ファイバが接続さ
れるコネクタと、
　を備えることを特徴とする光通信器。
【請求項９】
　請求項８に記載の光通信器であって、
　前記電気信号処理器は、前記複数の光－電気変換器からの複数の電気信号をそれよりも
多い数の複数の電気信号に変換する、
　ことを特徴とする光通信器。
【請求項１０】
　請求項７または８に記載の光通信器であって、
　前記各々の電気－光変換器は、直接変調式の光変調器を含み、ドライバによって電流駆
動される、
　ことを特徴とする光通信器。
【請求項１１】
　複数の光ファイバが接続される送信側コネクタと、
　前記複数の光ファイバからの複数の光信号を複数の電気信号にそれぞれ変換する複数の
送信側光－電気変換器と、
　前記複数の光－電気変換器からの複数の電気信号を異なる数の複数の電気信号に変換す
る送信側電気信号処理器と、
　前記電気信号処理器からの複数の電気信号を複数の光信号にそれぞれ変換する複数の送
信側電気－光変換器と、
　前記複数の電気－光変換器からの複数の光信号を合波して出力する送信側合波器と、
　入力される光に含まれる複数の光信号を分波する受信側分波器と、
　前記分波器からの複数の光信号を複数の電気信号にそれぞれ変換する複数の受信側光－
電気変換器と、
　前記複数の光－電気変換器からの複数の電気信号を異なる数の複数の電気信号に変換す
る受信側電気信号処理器と、
　前記電気信号処理器からの複数の電気信号を複数の光信号にそれぞれ変換する複数の受
信側電気－光変換器と、
　前記複数の電気－光変換器からの複数の光信号が入力される複数の光ファイバが接続さ
れる受信側コネクタと、
　を備え、
　前記各々の送信側電気－光変換器は、外部変調式の光変調器を含み、ドライバによって
電圧駆動され、
　前記各々の受信側電気－光変換器は、直接変調式の光変調器を含み、ドライバによって
電流駆動される、
　ことを特徴とする光通信器。
【請求項１２】
　請求項２または８に記載の光通信器であって、
　コヒーレント伝送方式を用いたことを特徴とする光通信器。
【請求項１３】
　請求項２または８に記載の光通信器であって、
　波長多重方式を用いたことを特徴とする光通信器。
【請求項１４】
　請求項１または２に記載の光通信器と、
　複数の電気回路と、
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　前記複数の電気回路からの複数の電気信号を複数の光信号にそれぞれ変換し、前記複数
の光信号を前記コネクタに接続された前記複数の光ファイバにそれぞれ出力する複数の変
換器と、
　を備える光通信機。
【請求項１５】
　請求項７または８に記載の光通信器と、
　複数の電気回路と、
　前記コネクタに接続された前記複数の光ファイバからの複数の光信号を複数の電気信号
にそれぞれ変換し、前記複数の電気信号を前記複数の電気回路にそれぞれ出力する複数の
変換器と、
　を備える光通信機。
【請求項１６】
　請求項１４または１５に記載の光通信機であって、
　前記光通信器は、前記複数の電気回路及び前記複数の変換器が実装された回路基板とは
異なる回路基板に取り付けられる、
　ことを特徴とする光通信機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光通信器及びこれを備える光通信機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、パラレルの電気信号をシリアルの光信号に変換して通信する光通信器が知られて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－２０８８９６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、従来の光通信器は、電気信号配線が接続されるコネクタを有しており、この
コネクタを介して上位機器と電気信号をやりとりする。しかしながら、コネクタでは電気
信号の高周波成分が劣化しやすく、使用可能な電気信号の帯域が制限されるため、コネク
タがボトルネックとなって、光通信器の伝送容量の増大化が阻害されるおそれがある。
【０００５】
　本発明は、上記実情に鑑みて為されたものであり、伝送容量の増大化を図ることが可能
な光通信器及びこれを備える光通信機を提供することを主な目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するため、本発明の光通信器は、複数の光ファイバが接続されるコネク
タと、複数の光－電気変換器と、電気信号処理器と、電気－光変換器と、を備える。前記
複数の光－電気変換器は、前記複数の光ファイバからの複数の光信号を複数の電気信号に
それぞれ変換する。前記電気信号処理器は、前記複数の光－電気変換器からの複数の電気
信号を単一の電気信号に変換する。前記電気－光変換器は、前記電気信号処理器からの電
気信号を光信号に変換する。
【０００７】
　また、本発明の光通信器は、複数の光ファイバが接続されるコネクタと、複数の光－電
気変換器と、電気信号処理器と、複数の電気－光変換器と、合波器と、を備える。複数の
光－電気変換器は、前記複数の光ファイバからの複数の光信号を複数の電気信号にそれぞ
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れ変換する。前記電気信号処理器は、前記複数の光－電気変換器からの複数の電気信号を
異なる数の複数の電気信号に変換する。前記複数の電気－光変換器は、前記電気信号処理
器からの複数の電気信号を複数の光信号にそれぞれ変換する。前記合波器は、前記複数の
電気－光変換器からの複数の光信号を合波して出力する。
【０００８】
　また、本発明の光通信機は、上記光通信器と、複数の電気回路と、前記複数の電気回路
からの複数の電気信号を複数の光信号にそれぞれ変換し、前記複数の光信号を前記コネク
タに接続された前記複数の光ファイバにそれぞれ出力する複数の変換器と、を備える。
【０００９】
　上記課題を解決するため、本発明の光通信器は、光－電気変換器と、電気信号処理器と
、複数の電気－光変換器と、コネクタと、を備える。前記光－電気変換器は、光信号を電
気信号に変換する。電気信号処理器は、前記光－電気変換器からの単一の電気信号を複数
の電気信号に変換する。複数の電気－光変換器は、前記電気信号処理器からの複数の電気
信号を複数の光信号にそれぞれ変換する。コネクタは、前記複数の電気－光変換器からの
複数の光信号が入力される複数の光ファイバが接続される。
【００１０】
　また、本発明の光通信器は、分波器と、複数の光－電気変換器と、電気信号処理器と、
複数の電気－光変換器と、コネクタと、を備える。分波器は、入力される光に含まれる複
数の光信号を分波する。複数の光－電気変換器は、前記分波器からの複数の光信号を複数
の電気信号にそれぞれ変換する。電気信号処理器は、前記複数の光－電気変換器からの複
数の電気信号を異なる数の複数の電気信号に変換する。複数の電気－光変換器は、前記電
気信号処理器からの複数の電気信号を複数の光信号にそれぞれ変換する。コネクタは、前
記複数の電気－光変換器からの複数の光信号が入力される複数の光ファイバが接続される
。
【００１１】
　また、本発明の光通信機は、上記光通信器と、複数の電気回路と、前記コネクタに接続
された前記複数の光ファイバからの複数の光信号を複数の電気信号にそれぞれ変換し、前
記複数の電気信号を前記複数の電気回路にそれぞれ出力する複数の変換器と、を備える。
【発明の効果】
【００１２】
　上記本発明の光通信器は、光ファイバを介して上位機器と光信号をやりとりするため、
伝送容量の増大化を図ることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の光通信器の一例の構成を表すブロック図である。
【図２】本発明の光通信器の別の一例の構成を表すブロック図である。
【図３】本発明の光通信機の一例の構成を表すブロック図である。
【図４】従来の光通信器の構成を表すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明の光通信器及びこれを備える光通信機の実施形態を、図面を参照しながら説明す
る。
【００１５】
　図１は、本発明の光通信器の一例としての光送受信モジュール２００の構成を表すブロ
ック図である。光送受信モジュール２００は、同図の上半分に示される送信側の構成と、
同図の下半分に示される受信側の構成と、これらを制御する制御回路３５と、を備えてい
る。送信側の構成としては、多芯光コネクタ１５、光受信サブアセンブリ８１～９０、信
号処理回路３１、ドライバ５１、光送信サブアセンブリ６１、及び光コネクタ１１がある
。受信側の構成としては、光コネクタ１２、光受信サブアセンブリ７１、信号処理回路３
２、ドライバ９１～１００、光送信サブアセンブリ１０１～１１０及び多芯光コネクタ１
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６がある。
【００１６】
［送信側の構成］
　多芯光コネクタ１５は、コネクタの一例である。多芯光コネクタ１５には、不図示の回
路基板から延びる複数のマルチモード光ファイバが着脱可能に接続される。また、多芯光
コネクタ１５には、光受信サブアセンブリ８１～９０にそれぞれ繋がる複数の光ファイバ
も接続されている。多芯光コネクタ１５は、不図示の回路基板から延びる複数のマルチモ
ード光ファイバと、光受信サブアセンブリ８１～９０にそれぞれ繋がる複数の光ファイバ
と、を結合する。
【００１７】
　光受信サブアセンブリ８１～９０は、複数の光－電気変換器の一例であり、それぞれフ
ォトダイオードを含んでいる。光受信サブアセンブリ８１～９０には、多芯光コネクタ１
５から延びる複数の光ファイバがそれぞれ接続されている。また、光受信サブアセンブリ
８１～９０には、信号処理回路３１に繋がる複数の電気信号配線もそれぞれ接続されてい
る。光受信サブアセンブリ８１～９０は、不図示の回路基板から多芯光コネクタ１５を介
して入力される複数チャンネルの光信号をこれと同数の複数チャンネルの電気信号に変換
して、これらの電気信号を信号処理回路３１に出力する。本例では、不図示の回路基板か
ら多芯光コネクタ１５を介して光受信サブアセンブリ８１～９０に１０チャンネルの光信
号が入力される。各チャンネルの通信容量は、例えば１０Ｇｂｉｔ／ｓである。光受信サ
ブアセンブリ８１～９０に入力される光信号としては、例えば、１００ｍ以下の近距離通
信に一般に利用される８５０ｎｍ帯などの短波長（具体的には１２６０ｎｍ未満）の光が
好適である。
【００１８】
　信号処理回路３１は、電気信号処理器の一例である。信号処理回路３１には、光受信サ
ブアセンブリ８１～９０から延びる複数の電気信号配線が接続されている。また、信号処
理回路３１には、ドライバ５１に繋がる電気信号配線も接続されている。信号処理回路３
１は、光受信サブアセンブリ８１～９０から入力される並列の電気信号を時系列の電気信
号に変換して、これらの電気信号をドライバ５１に出力する。ここでは、並列の電気信号
を時系列の電気信号に変換するため、チャンネルの伝送容量が増加する。本例では、信号
処理回路３１は、光受信サブアセンブリ８１～９０から入力される１０チャンネルの電気
信号を時系列の電気信号に変換する。その場合の伝送容量は、例えば１００Ｇｂｉｔ／ｓ
になる。
【００１９】
　ドライバ５１には、信号処理回路３１から延びる電気信号配線がそれぞれ接続されてい
る。また、ドライバ５１には、光送信サブアセンブリ６１に繋がる電気信号配線も接続さ
れている。ドライバ５１は、信号処理回路３１から入力される電気信号を増幅すると共に
、必要に応じてバイアスして、光送信サブアセンブリを駆動する。
【００２０】
　光送信サブアセンブリ６１は電気－光変換器の一例であり、光変調器を含んでいる。光
送信サブアセンブリ６１には、ドライバ５１から延びる電気信号配線が接続されている。
また、光送信サブアセンブリ６１は、ドライバ５１に入力された時系列の電気信号を光信
号に変換する。光送信サブアセンブリ６１から出力される光信号としては、例えば、長距
離通信に一般に利用される１．３μｍ帯（具体的には１２６０～１３６０ｎｍ）や１．５
μｍ帯（具体的には１５３０～１５６５ｎｍ）の光が好適であるが、特に短距離向けに利
用する場合には８５０ｎｍ帯などの短波長（具体的には１２６０ｎｍ未満）の光でも良い
。
【００２１】
　１．３μｍ帯や１．５μｍ帯の光信号を利用するには、光送信サブアセンブリ６１に、
マッハツェンダー型光変調器や電界吸収型光変調器などの外部変調式の光変調器を用いる
ことが好ましい。このような外部変調式の光変調器を用いる場合、ドライバ５１としては
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電圧駆動型のドライバが適用される。また、外部変調式の光変調器は、リチウムナイオベ
イトを用いた光変調器であることが好ましい。
【００２２】
［受信側の構成］
　光コネクタ１２には、不図示のシングルモード光ファイバが外部から着脱可能に接続さ
れる。また、光コネクタ１２には、光受信サブアセンブリ７１に繋がる１本の光ファイバ
も接続されている。光コネクタ１２は、外部から接続される不図示の光ファイバと、光受
信サブアセンブリ７１に繋がる光ファイバと、を結合する。光コネクタ１２に接続された
不図示のシングルモード光ファイバを通じて外部から入力される光信号の伝送容量は、例
えば１００Ｇｂｉｔ／ｓである。
【００２３】
　光受信サブアセンブリ７１は光－電気変換器の一例であり、フォトダイオードを含んで
いる。光受信サブアセンブリ７１には、信号処理回路３２に繋がる電気信号配線も接続さ
れている。光受信サブアセンブリ７１は光信号を電気信号に変換して、この電気信号を信
号処理回路３２に出力する。光受信サブアセンブリ７１に入力される光信号としては、例
えば、長距離通信に一般に利用される１．３μｍ帯（具体的には１２６０～１３６０ｎｍ
）や１．５μｍ帯（具体的には１５３０～１５６５ｎｍ）の光が好適である。しかしなが
ら、特に短距離向けに利用する場合には８５０ｎｍ帯などの短波長（具体的には１２６０
ｎｍ未満）の光でも良い。その場合は光コネクタ１２に接続される不図示の光ファイバは
マルチモードの光ファイバとなる。
【００２４】
　信号処理回路３２は、電気信号処理器の一例である。信号処理回路３２には、光受信サ
ブアセンブリ７１から延びる電気信号配線が接続されている。また、信号処理回路３２に
は、ドライバ９１～１００にそれぞれ繋がる複数の電気信号配線も接続されている。信号
処理回路３２は、光受信サブアセンブリ７１から入力される電気信号を並列の電気信号に
変換して、これらの電気信号をドライバ９１～１００にそれぞれ出力する。ここでは、時
系列の信号を並列信号に変換した分、並列信号の各チャンネルの伝送容量が減少する。本
例では、信号処理回路３２は、光受信サブアセンブリ７１から入力される時系列の電気信
号を１０チャンネルの電気信号に変換する。各チャンネルの伝送容量は、例えば１０Ｇｂ
ｉｔ／ｓになる。
【００２５】
　ドライバ９１～１００には、信号処理回路３２から延びる複数の電気信号配線がそれぞ
れ接続されている。また、ドライバ９１～１００には、光送信サブアセンブリ１０１～１
１０に繋がる複数の電気信号配線もそれぞれ接続されている。ドライバ９１～１００は、
信号処理回路３２から入力される複数チャンネルの電気信号を増幅すると共に、必要に応
じてバイアスして、光送信サブアセンブリ１０１～１１０をそれぞれ駆動する。本例では
、信号処理回路３２からドライバ９１～１００に１０チャンネルの電気信号が入力される
。
【００２６】
　光送信サブアセンブリ１０１～１１０は、複数の電気－光変換器の一例であり、それぞ
れ光変調器を含んでいる。光送信サブアセンブリ１０１～１１０には、ドライバ９１～１
００から延びる複数の電気信号がそれぞれ接続されている。また、光送信サブアセンブリ
１０１～１１０には、多芯光コネクタ１６に繋がる複数のマルチモード光ファイバもそれ
ぞれ接続されている。光送信サブアセンブリ１０１～１１０は、ドライバ９１～１００に
入力された複数チャンネルの電気信号を、これと同数の複数チャンネルの光信号に変換し
て、これらの光信号を多芯光コネクタ１６に出力する。本例では、光送信サブアセンブリ
１０１～１１０は、１０チャンネルの光信号を出力する。光送信サブアセンブリ１０１～
１１０から出力される光信号としては、例えば、１００ｍ以下の近距離通信に一般に利用
される８５０ｎｍ帯などの短波長帯（具体的には１２６０ｎｍ未満）の光が好適である。
【００２７】
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　８５０ｎｍ帯などの短波長帯の光信号を利用するには、光送信サブアセンブリ１０１～
１１０に直流変調式の光変調器を用いることが好ましい。このような直流変調式の光変調
器を用いる場合、ドライバ９１～１００としては電流駆動型のドライバが適用される。
【００２８】
　多芯光コネクタ１６は、コネクタの一例である。多芯光コネクタ１６には、光送信サブ
アセンブリ１０１～１１０から延びる複数の光ファイバが接続されている。また、多芯光
コネクタ１６には、不図示の回路基板に繋がる複数のマルチモード光ファイバが着脱可能
に接続される。多芯光コネクタ１６は、光送信サブアセンブリ１０１～１１０から延びる
複数の光ファイバと、不図示の回路基板に繋がる複数のマルチモード光ファイバと、を結
合する。光送信サブアセンブリ１０１～１１０から出力された複数チャンネルの光信号は
、多芯光コネクタ１６に接続された複数のマルチモード光ファイバを通じて不図示の回路
基板に出力される。
【００２９】
　制御回路３５には、信号処理回路３１，３２にそれぞれ繋がる電気信号配線と、電気コ
ネクタ２５に繋がる電気信号配線と、が接続されている。また、図示されていないが、制
御回路３５には、光送信サブアセンブリ６１，１０１～１１０、ドライバ５１，９１～１
００、光受信サブアセンブリ７１，８１～９０にそれぞれ繋がる電気信号配線も接続され
ている。
【００３０】
　図２は、本発明の光通信器の別の一例としての光送受信モジュール２００の構成を表す
ブロック図である。上記実施形態と重複する構成については、同番号を付すことで詳細な
説明を省略する。
【００３１】
［送信側の構成］
　信号処理回路３１には、ドライバ５１～５４にそれぞれ繋がる複数の電気信号配線が接
続されている。信号処理回路３１は、光受信サブアセンブリ８１～９０から入力される複
数チャンネルの電気信号をこれより数の少ない複数チャンネルの電気信号に変換して、こ
れらの電気信号をドライバ５１～５４にそれぞれ出力する。ここでは、チャンネル数が減
少した分、各チャンネルの伝送容量が増加する。本例では、信号処理回路３１は、光受信
サブアセンブリ８１～９０から入力される１０チャンネルの電気信号を４チャンネルの電
気信号に変換する。各チャンネルの伝送容量は、例えば２５Ｇｂｉｔ／ｓになる。
【００３２】
　ドライバ５１～５４には、信号処理回路３１から延びる複数の電気信号配線がそれぞれ
接続されている。また、ドライバ５１～５４には、光送信サブアセンブリ６１～６４に繋
がる複数の電気信号配線もそれぞれ接続されている。ドライバ５１～５４は、信号処理回
路３１から入力される複数チャンネルの電気信号を増幅すると共に、必要に応じてバイア
スして、光送信サブアセンブリ６１～６４をそれぞれ駆動する。本例では、信号処理回路
３１からドライバ５１～５４に４チャンネルの電気信号が入力される。
【００３３】
　光送信サブアセンブリ６１～６４は、複数の電気－光変換器の一例であり、それぞれ光
変調器を含んでいる。光送信サブアセンブリ６１～６４には、ドライバ５１～５４から延
びる複数の電気信号配線がそれぞれ接続されている。また、光送信サブアセンブリ６１～
６４には、光合波器２１に繋がる複数の光ファイバもそれぞれ接続されている。光送信サ
ブアセンブリ６１～６４は、ドライバ５１～５４に入力された複数チャンネルの電気信号
を、これと同数の、互いに波長が異なる複数チャンネルの光信号に変換して、これらの光
信号を光合波器２１に出力する。本例では、光送信サブアセンブリ６１～６４は、互いに
波長が異なる４チャンネルの光信号を出力する。
【００３４】
　光合波器２１は、合波器の一例である。光合波器２１には、光送信サブアセンブリ６１
～６４からそれぞれ延びる複数の光ファイバが接続されている。また、光合波器２１には
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、光コネクタ１１に繋がる１本の光ファイバも接続されている。光合波器２１は、光送信
サブアセンブリ６１～６４から入力される、互いに波長が異なる複数チャンネルの光信号
を合波し、これにより得られる波長多重信号を光コネクタ１１に出力する。本例では、光
合波器２１から出力される波長多重信号は、４チャンネルの波長多重信号である。波長多
重信号の伝送容量は、例えば１００Ｇｂｉｔ／ｓである。
【００３５】
　光コネクタ１１には、光合波器２１から延びる１本の光ファイバが接続されている。ま
た、光コネクタ１１には、不図示のシングルモード光ファイバが外部から着脱可能に接続
される。光コネクタ１１は、光合波器２１から延びる光ファイバと、外部から接続される
不図示のシングルモード光ファイバと、を結合する。光合波器２１から出力された波長多
重信号は、光コネクタ１１に接続された不図示のシングルモード光ファイバを通じて外部
に出力される。
【００３６】
［受信側の構成］
　光コネクタ１２には、光分波器２２に繋がる１本の光ファイバも接続されている。光コ
ネクタ１２は、外部から接続される不図示のシングルモード光ファイバと、光分波器２２
に繋がる光ファイバと、を結合する。光コネクタ１２に接続された不図示のシングルモー
ド光ファイバを通じて外部から入力される波長多重信号は、光分波器２２に入力される。
本例では、光分波器２２に入力される波長多重信号は、４チャンネルの波長多重信号であ
る。波長多重信号の伝送容量は、例えば１００Ｇｂｉｔ／ｓである。
【００３７】
　光分波器２２は、分波器の一例である。光分波器２２には、光コネクタ１２から延びる
１本の光ファイバが接続されている。また、光分波器２２には、光受信サブアセンブリ７
１～７４にそれぞれ繋がる複数の光ファイバも接続されている。光分波器２２は、光コネ
クタ１２から入力される波長多重信号を、互いに波長が異なる複数チャンネルの光信号に
分波し、これらの光信号を光受信サブアセンブリ７１～７４にそれぞれ出力する。本例で
は、光分波器２２は、光コネクタ１２から入力される波長多重信号を４チャンネルの光信
号に分波する。各チャンネルの伝送容量は、例えば２５Ｇｂｉｔ／ｓである。
【００３８】
　光受信サブアセンブリ７１～７４は、複数の光－電気変換器の一例であり、それぞれフ
ォトダイオードを含んでいる。光受信サブアセンブリ７１～７４には、光分波器２２から
延びる複数の光ファイバがそれぞれ接続されている。また、光受信サブアセンブリ７１～
７４には、信号処理回路３２に繋がる複数の電気信号配線もそれぞれ接続されている。光
受信サブアセンブリ７１～７４は、光分波器２２から入力される複数チャンネルの光信号
をこれと同数の複数チャンネルの電気信号に変換して、これらの電気信号を信号処理回路
３２に出力する。本例では、光分波器２２から光受信サブアセンブリ７１～７４に４チャ
ンネルの光信号が入力される。
【００３９】
　信号処理回路３２には、光受信サブアセンブリ７１～７４から延びる複数の電気信号配
線が接続されている。信号処理回路３２は、光受信サブアセンブリ７１～７４から入力さ
れる複数チャンネルの電気信号をこれより数の多い複数チャンネルの電気信号に変換して
、これらの電気信号をドライバ９１～１００にそれぞれ出力する。ここでは、チャンネル
数が増加した分、各チャンネルの伝送容量が減少する。本例では、信号処理回路３２は、
光受信サブアセンブリ７１～７４から入力される４チャンネルの電気信号を１０チャンネ
ルの電気信号に変換する。各チャンネルの伝送容量は、例えば１０Ｇｂｉｔ／ｓになる。
【００４０】
　制御回路３５には、信号処理回路３１，３２にそれぞれ繋がる電気信号配線と、電気コ
ネクタ２５に繋がる電気信号配線と、が接続されている。また、図示されていないが、制
御回路３５には、光送信サブアセンブリ６１～６４，１０１～１１０、ドライバ５１～５
４，９１～１００、光受信サブアセンブリ７１～７４，８１～９０にそれぞれ繋がる電気
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信号配線も接続されている。
【００４１】
　図４は、従来の光通信器の構成を表すブロック図である。上記実施形態と重複する構成
については、同番号を付すことで詳細な説明を省略する。従来においては、信号処理回路
３１，３２と不図示の回路基板とが電気コネクタ２５を介して電気信号をやりとりしてい
た。電気コネクタ２５では電気信号の高周波成分が劣化しやすく、使用する電気信号の帯
域が制限されるため、電気コネクタ２５がボトルネックとなって、光通信器の伝送容量の
増大化が阻害されるおそれがあった。
【００４２】
　図３は、本発明の光通信機の一例としての光通信機３００の構成を表すブロック図であ
る。光通信機３００は、第１の回路基板２１０と、第２の回路基板２２０と、を備えてい
る。第１の回路基板２１０には、光送受信モジュール２００が取り付けられ、制御回路１
６０が実装されている。第２の回路基板２２０には、変換器１１１～１２０，１３１～１
４０と、集積回路１２１～１３０，１４１～１５０と、が実装されている。
【００４３】
　第１の回路基板２１０に実装された制御回路１６０には、光送受信モジュール２００に
繋がる電気信号配線が接続されている。制御回路１６０から出力された電気信号は、光送
受信モジュール２００の電気コネクタ２５を介して制御回路３５に入力される（図１を参
照）。
【００４４】
　第２の回路基板２２０に実装された変換器１１１～１２０は、それぞれ直流変調式の光
変調器を含んでいる。変換器１１１～１２０には、集積回路１２１～１３０から延びる複
数の電気信号配線がそれぞれ接続されている。また、変換器１１１～１２０には、光送受
信モジュール２００に繋がる複数の光ファイバがそれぞれ接続されている。変換器１１１
～１２０は、集積回路１２１～１３０から出力された複数チャンネルの電気信号を、これ
と同数の複数チャンネルの光信号に変換して、これらの光信号を光送受信モジュール２０
０に出力する。変換器１１１～１２０から出力される光信号は、光送受信モジュール２０
０の多芯光コネクタ１５を介して光受信サブアセンブリ８１～９０にそれぞれ入力される
（図１を参照）。
【００４５】
　第２の回路基板２２０に実装された変換器１３１～１４０は、それぞれフォトダイオー
ドを含んでいる。変換器１３１～１４０には、光送受信モジュール２００から延びる複数
の光ファイバがそれぞれ接続されている。また、変換器１３１～１４０には、集積回路１
４１～１５０に繋がる電気信号配線がそれぞれ接続されている。変換器１３１～１４０は
、光送受信モジュール２００から出力された複数チャンネルの光信号を、これと同数の複
数チャンネルの電気信号に変換して、これらの電気信号を集積回路１４１～１５０にそれ
ぞれ出力する。変換器１３１～１４０に入力される光信号は、光送受信モジュール２００
の光送信サブアセンブリ１０１～１１０から多芯光コネクタ１６を介して出力される（図
１を参照）。
【００４６】
　本例によると、変換器１１１～１２０，１３１～１４０及び集積回路１２１～１３０，
１４１～１５０が実装された第２の回路基板２２０とは別の第１の回路基板２１０に光送
受信モジュール２００を取り付けることが可能である。このため、光通信機３００に含ま
れる構成の配置の自由度を向上させることが可能である。
【００４７】
　すなわち、従来では、光通信器と、電気信号を処理する集積回路とが電気信号配線で繋
がれるため、電気信号の劣化を防ぐために、光通信器と集積回路とを１つの回路基板内で
近接させる必要があった。
【００４８】
　これに対し、本例では、光送受信モジュール２００と、集積回路１２１～１３０，１４
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１～１５０と、が光ファイバを介して接続されるため、従来と比べて信号劣化が少ない。
このため、光送受信モジュール２００と、集積回路１２１～１３０，１４１～１５０とを
１つの回路基板内で近接させる必要がなく、第１の回路基板２１０と第２の回路基板２２
０とに振り分けて配置することが可能である。
【００４９】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるもの
ではなく、種々の変形実施が当業者にとって可能であるのはもちろんである。
【００５０】
　上記実施形態では、波長多重方式の例を挙げたが、複数の光信号の多重化が可能である
限り、方式は特に限定されない。例えば、位相多重方式であってもよいし、振幅多重方式
であってもよい。これらの方式は、コヒーレント伝送方式と総称される。
【符号の説明】
【００５１】
　１１，１２　光コネクタ、１５，１６　多芯光コネクタ（コネクタ）、２１　光合波器
（合波器）、２２　光分波器（分波器）、２５　電気コネクタ、３１，３２　信号処理回
路（電気信号処理器）、３５　制御回路、５１～５４　ドライバ、６１～６４　光送信サ
ブアセンブリ（電気－光変換器）、７１～７４　光受信サブアセンブリ（光－電気変換器
）、８１～９０　光受信サブアセンブリ（光－電気変換器）、９１～１００　ドライバ、
１０１～１１０　光送信サブアセンブリ（電気－光変換器）、１１１～１２０　変換器、
１２１～１３０　集積回路、１３１～１４０　変換器、１４１～１５０　集積回路、１６
０　制御回路、２００　光送受信モジュール、２１０　第１の回路基板、２２０　第２の
回路基板、３００　光通信機。

【図１】 【図２】
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