
JP 5916996 B2 2016.5.11

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内蔵ファイバを保持するフェルール本体を有するフェルール部材と、
　前記フェルール部材を保持するフェルール部材保持部と、
　前記フェルール部材保持部が連結されると共に、前記内蔵ファイバが接続される光ファ
イバが導入されるハウジングと、を備え、
　前記フェルール部材は、前記フェルール本体に固定されたフランジ部と、当該フランジ
部の後方側に形成された第１ねじと、を有し、
　前記フェルール部材保持部は、前記第１ねじと螺合する第２ねじと、当該第２ねじの後
方側に形成された第３ねじと、を有し、
　前記ハウジングは、前記第３ねじと螺合する第４ねじを有し、
　前記フェルール部材と前記フェルール部材保持部とは、前記第１ねじと前記第２ねじと
が螺合し、前記フランジ部と前記フェルール部材保持部とが当接して固定されており、
　前記フェルール部材保持部と前記ハウジングとは、前記第３ねじと前記第４ねじとが螺
合して連結されており、
　前記フランジ部には、前面に凹部が設けられていることを特徴とする光コネクタ。
【請求項２】
　内蔵ファイバを保持するフェルール本体を有するフェルール部材と、前記フェルール部
材を保持するフェルール部材保持部と、前記フェルール部材保持部が連結されると共に、
前記内蔵ファイバが接続される光ファイバが導入されるハウジングを備えた光コネクタの
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組立方法において、
　前記フェルール部材は、前記フェルール本体に固定されたフランジ部と、当該フランジ
部の後方側に形成された第１ねじと、を有し、
　前記フェルール部材保持部は、前記第１ねじと螺合する第２ねじと、当該第２ねじの後
方側に形成された第３ねじと、を有し、
　前記ハウジングは、前記第３ねじと螺合する第４ねじを有し、
　前記フランジ部には、前面に凹部が設けられており、
　該光コネクタの組立方法は、
　前記第３ねじと前記第４ねじとを螺合させて、前記フェルール部材保持部と前記ハウジ
ングとを連結する工程と、
　前記ハウジング内に導入された前記光ファイバと前記内蔵ファイバとを融着接続する工
程と、
　前記フランジ部と前記フェルール部材保持部とが当接するように、前記第１ねじと前記
第２ねじとを螺合させて、前記フェルール部材を前記フェルール部材保持部に固定する工
程と、を含むことを特徴とする光コネクタの組立方法。
【請求項３】
　前記フランジ部の前記凹部に嵌合可能な凸部を有し、前記フェルール部材を固定する治
具を準備する工程を更に含み、
　前記フェルール部材保持部に前記フェルール部材を固定する工程において、前記フェル
ール部材の前記フランジ部の前記凹部と前記治具の前記凸部とを嵌合させて前記フェルー
ル部材保持部が連結された前記ハウジングを回し、前記第１ねじと前記第２ねじとを螺合
させることを特徴とする請求項２記載の光コネクタの組立方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光コネクタ及び光コネクタの組立方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の光コネクタとして、例えば特許文献１に記載されているものが知られている。特
許文献１に記載の光コネクタは、内蔵ファイバを保持するフェルールが取り付けられる管
状部材と、この管状部材が滑動自在に嵌め合わされる円筒管とを有し、管状部材と円筒管
との間にばねを配置して管状部材に取り付けられたフェルールが付勢されている。この光
コネクタは、ＳＴ型のアダプタと連結するためのプラグハウジングが取り付けられたＳＴ
型コネクタである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－３３４３５３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、近年では、専用工場以外の外部の作業現場において光コネクタの組み立てが
行われているが、上記従来の光コネクタの組み立てには以下のような問題があった。すな
わち、従来の光コネクタでは、フェルール部材（フェルール）がこのフェルール部材を保
持する保持部材（管状部材）に嵌め込まれている。保持部材にフェルール部材を嵌め込む
際には、フェルール部材のフェルール本体を保持して保持部材に嵌め込まなければならな
いが、フェルール本体は小さく、さらに塵や埃、外力による特性悪化が生じることがある
ため、作業現場において手作業で保持部材にフェルール部材を嵌め込むことは困難であっ
た。そのため、作業現場において光コネクタを組み立てることは非常に困難であった。
【０００５】
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　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、組み立てを容易に行うこと
ができる光コネクタ及び光コネクタの組立方法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】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明に係る光コネクタは、内蔵ファイバを保持するフェ
ルール本体を有するフェルール部材と、フェルール部材を保持するフェルール部材保持部
と、フェルール部材保持部が連結されると共に、内蔵ファイバが接続される光ファイバが
導入されるハウジングとを備え、フェルール部材がフェルール部材保持部に螺合されてい
ることを特徴とする。
【０００７】
　この光コネクタでは、フェルール部材がフェルール部材保持部に螺合されている。これ
により、フェルール部材がフェルール部材保持部に固定されている。したがって、フェル
ール部材をフェルール部材保持部に嵌め込む作業を容易に行うことができ、フェルール部
材をフェルール部材保持部に螺合することで固定できる。そのため、作業現場において光
コネクタを容易に組み立てることができる。
【０００８】
　また、フェルール部材は、第１ねじが形成されており、フェルール部材保持部は、第１
ねじと螺合する第２ねじが形成されており、第１ねじと第２ねじとが螺合されている。こ
のような構成によれば、フェルール部材とフェルール部材保持部とを第１ねじと第２ねじ
とにより螺合することができる。
【０００９】
　また、本発明に係る光コネクタの組立方法は、内蔵ファイバを保持するフェルール本体
を有するフェルール部材と、フェルール部材を保持するフェルール部材保持部と、フェル
ール部材保持部が連結されると共に、内蔵ファイバが接続される光ファイバが導入される
ハウジングを備えた光コネクタの組立方法において、ハウジング内に導入された光ファイ
バと内蔵ファイバとを融着接続する工程と、フェルール部材保持部にフェルール部材を螺
合させる工程とを含むことを特徴とする。
【００１０】
　この光コネクタの組立方法では、光ファイバと内蔵ファイバとを溶融接続した後に、フ
ェルール部材保持部にフェルール部材を螺合させる。これにより、フェルール部材がフェ
ルール部材保持部に固定されている。したがって、フェルール部材をフェルール部材保持
部に嵌め込む作業を容易に行うことができ、フェルール部材をフェルール部材保持部に螺
合することで固定できる。そのため、作業現場において光コネクタを容易に組み立てるこ
とができる。
【００１１】
　また、フェルール部材を固定する治具を準備する工程を更に含み、フェルール部材保持
部にフェルール部材を螺合させる工程において、フェルール部材を治具で固定してフェル
ール部材保持部が連結されたハウジングを回し、フェルール部材とフェルール部材保持部
とを螺合させる。このように、治具においてフェルール部材を固定することにより、フェ
ルール部材とフェルール部材保持部とを確実に螺合でき、フェルール部材とフェルール部
材保持部とを強固に固定できる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、光コネクタの組み立てを容易に行うことができる。これにより、作業
現場での作業性の向上を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の一実施形態に係る光コネクタを示す斜視図である。
【図２】図１に示した光コネクタの分解図である。
【図３】（ａ）は図１に示した光コネクタを上から見た図であり、（ｂ）は（ａ）におけ
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るｂ－ｂ線断面図である。
【図４】図３（ｂ）の要部を拡大して示す図である。
【図５】フェルール部材とスリーブとの螺合を説明する図である。
【図６】図１に示した光コネクタの組み立て手順を示す図である。
【図７】図１に示した光コネクタの組み立て手順を示す図である。
【図８】図１に示した光コネクタの組み立て手順を示す図である。
【図９】図１に示した光コネクタの組み立て手順を示す図である。
【図１０】組付治具を示す図である。
【図１１】組付治具を示す図である。
【図１２】図１に示した光コネクタの組み立て手順を示す図である。
【図１３】図１に示した光コネクタの組み立て手順を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、添付図面を参照して、本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。なお、
図面の説明において同一又は相当要素には同一符号を付し、重複する説明は省略する。
【００１５】
　図１は、本発明の一実施形態に係る光コネクタを示す斜視図である。図２は、図１に示
す光コネクタの分解図である。図３（ａ）は、図１に示す光コネクタを受けから見た図で
あり、図３（ｂ）は、図３（ａ）におけるｂ－ｂ線断面図である。図４は、図３（ｂ）の
要部を拡大して示す図である。
【００１６】
　各図において、光コネクタ１は、光コード２が組み付けられたコード型ＳＴコネクタで
ある。光コード２は、光ファイバ心線３と、この光ファイバ心線３を被覆する外被４と、
光ファイバ心線３と外被４との間に介在された極細径の抗張力繊維（ケブラー）５とを有
している（図６参照）。抗張力繊維５は、束状に集合された状態で光コード２に内蔵され
ている。
【００１７】
　光コネクタ１は、フェルール部材６と、このフェルール部材６を保持するスリーブ（フ
ェルール部材保持部）７と、スリーブ７を収容すると共に、ＳＴ型のアダプタと連結する
プラグハウジング８と、このプラグハウジング８の後端側に連結されると共に、スリーブ
７が連結されるリアハウジング９と、このリアハウジング９に装着される外被押さえ部材
１０及び固定部材１１と、固定部材１１に取り付けられるブーツ１２とを備えている。
【００１８】
　フェルール部材６は、短尺状の内蔵ファイバ１３を保持するフェルール本体１４と、こ
のフェルール本体１４に固定されたフランジ部１５と、フランジ部１５の後方側（フェル
ール本体１４が設けられている側とは反対側）に形成された雄ねじ（第１ねじ）１６とを
有している。
【００１９】
　内蔵ファイバ１３は、フェルール部材６から後方に所定長だけ延び出ている。内蔵ファ
イバ１３の先端には、光コード２の先端部分の外被４を除去して露出された光ファイバ心
線３の先端が融着接続されている。内蔵ファイバ１３と光ファイバ心線３との融着接続部
Ｓは、融着保護スリーブ１７により保護されている。
【００２０】
　光コネクタ１の未使用時（相手側光コネクタとコネクタ接続しない時）には、フェルー
ル本体１４を塵や埃等から保護するためのダストキャップ１８がフェルール本体１４に被
せられる（図７参照）。ダストキャップ１８は、略円筒状を有している。また、ダストキ
ャップ１８は、例えば２００℃の高温で溶融、軟化しない耐熱性プラスチックで形成され
ている。ダストキャップ１８の前側部分の外周面には、滑り止め用凹凸部１８ｂが設けら
れている。
【００２１】
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　図５に示すように、フランジ部１５には、凹部１９が形成されている。具体的には、フ
ランジ部１５において、フェルール本体１４に固定されている側（図示左側）には、フラ
ンジ部１５の一部を切り欠いた複数（ここでは２つ）の凹部１９が形成されている。この
凹部１９には、後述する組付治具４０の凸部４４が嵌合する。
【００２２】
　雄ねじ１６は、フェルール部材６において、フランジ部１５の後端側に設けられた筒状
部６ａとフランジ部１５との間に形成されている。雄ねじ１６は、スリーブ７の雌ねじ２
３（後述）と螺合する。
【００２３】
　スリーブ７は、中空の部材であり、フェルール部材６を保持する。スリーブ７は、円筒
形状の筒状部２０と、筒状部２０の一端の周囲に張り出すフランジ部２１とから構成され
ている。筒状部２０の他端には、雄ねじ２２（第３ねじ）が形成れている。雄ねじ２２は
、リアハウジング９の内周側に形成された雌ねじ（第４ねじ、図示しない）に螺合される
。これにより、スリーブ７は、リアハウジング９に連結して固定されている。図４に示す
ように、スリーブ７のフランジ部２１側の内周面には、雌ねじ（第２ねじ）２３が形成さ
れている。雌ねじ２３は、フェルール部材６の雄ねじ１６と螺合する。
【００２４】
　図１～４に戻って、スリーブ７とリアハウジング９との間には、ばね２４が配置されて
いる。ばね２４は、スリーブ７を挿通して設けられており、スリーブ７のフランジ部２１
との間に圧縮状態で配置されている。
【００２５】
　リアハウジング９は、大筒状部２５と、この大筒状部２５の後側に設けられた小筒状部
２６とを有している。小筒状部２６の径は、大筒状部２５の径よりも小さくなっている。
大筒状部２５の外周面には、雄ねじ２７が形成されている。
【００２６】
　小筒状部２６の外周面には、上記の外被押さえ部材１０をガイドするための１対のガイ
ドレール（図示しない）が前後方向に延在するように形成されている。また、小筒状部２
６の外周面には、光コード２の外被４を固定するための刃部２８が形成されている。
【００２７】
　このようなリアハウジング９には、上記の外被押さえ部材１０及び固定部材１１が装着
されている。外被押さえ部材１０は、小筒状部２６に嵌め込まれる環状部２９と、この環
状部２９と一体化され、環状部２９の軸方向に延びる１対の押さえアーム３０とを有して
いる。環状部２９の内周面には、小筒状部２６の各ガイドレールと係合する１対の突起（
図示しない）が形成されている。
【００２８】
　固定部材１１は、略筒状をなしている。固定部材１１は、光コード２の抗張力繊維５（
図６参照）をリアハウジング９の大筒状部２５に固定する抗張力繊維固定部３１と、この
抗張力繊維固定部３１の後側に設けられ、光コード２の外被４を各押さえアーム３０を介
してリアハウジング９の小筒状部２６に固定する外被固定部３２とを有している。
【００２９】
　抗張力繊維固定部３１の内周面には、大筒状部２５の雄ねじ２７と螺合する雌ねじ３３
が形成されている。このとき、大筒状部２５と抗張力繊維固定部３１とで抗張力繊維５を
挟み込むことが出来るように、雄ねじ２７と雌ねじ３３との間には所定のクリアランスが
設けられている。
【００３０】
　外被固定部３２は、固定部材１１の後側に対して先細りとなるようなテーパ領域３２ａ
を有している。従って、固定部材１１の後端の開口径は、固定部材１１の前端の開口径よ
りも小さくなっている。具体的には、固定部材１１の後端の開口径は、外被押さえ部材１
０の外径よりも小さくなっている。
【００３１】
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　外被固定部３２には、上記のブーツ１２が装着される。ブーツ１２は、リアハウジング
９の後方において光コード２に急激な曲げが作用しないように光コード２を保護するもの
である。ブーツ１２には、予め補強チューブ３４が取り付けられている。
【００３２】
　次に、以上のように構成した光コネクタ１を組み立てる手順（光コネクタ１の組立方法
）について説明する。まず、図６（ａ）に示すように、スリーブ７、ばね２４、プラグハ
ウジング８、リアハウジング９、外被押さえ部材１０、固定部材１１及びブーツ１２を仮
組み立てし、これらの部品に後側（補強チューブ３４側）から光コード２を通す。
【００３３】
　続いて、図６（ｂ）に示すように、光コード２の先端部分の外被４を除去して、光ファ
イバ心線３及び抗張力繊維５を露出させる。続いて、図６（ｃ）に示すように、外被４の
先端部分を引き裂いて二股状態とする。そして、図６（ｄ）に示すように、二股状態の外
被４と抗張力繊維５とを折り返す。
【００３４】
　続いて、図７（ａ）に示すように、融着保護スリーブ１７に光ファイバ心線３を通す。
そして、光ファイバ心線３の先端部分の心線被覆を除去して、裸ファイバ３ａを露出させ
て清掃する。続いて、光コード２の先端部分を融着用ファイバホルダ（図示しない）にセ
ットする。そして、裸ファイバ３ａの先端部をカットする。その後、融着用ファイバホル
ダを融着機（図示しない）にセットする。
【００３５】
　続いて、柄付きダストキャップ１８をフェルール本体１４に装着したフェルール部材６
を準備し、柄付きダストキャップ１８が取り付けられたフェルール部材６をフェルールホ
ルダ（図示しない）にセットする。そして、フェルールホルダを融着機（図示しない）に
セットする。その後、図７（ａ）に示すように、融着機によって内蔵ファイバ１３の先端
と光ファイバ心線３の裸ファイバ３ａの先端とを融着接続する。
【００３６】
　続いて、図７（ｂ）に示すように、内蔵ファイバ１３と光ファイバ心線３との融着接続
部Ｓの位置まで融着保護スリーブ１７を移動させ、その状態で融着保護スリーブ１７を２
００℃程度の温度で加熱収縮する。これにより、融着保護スリーブ１７が融着接続部Ｓの
位置からずれることが無い。そして、図７（ｃ）に示すように、折り返し状態の外被４及
び抗張力繊維５を元の状態に戻す。
【００３７】
　続いて、図８（ａ）に示すように、仮組み立てされたリアハウジング９と固定部材１１
とを取り外す。リアハウジング９と固定部材１１とを取り外した後、図８（ｂ）に示すよ
うに、スリーブ７、ばね２４、プラグハウジング８及びリアハウジング９が組み立てられ
た部品を融着保護スリーブ１７の位置（内蔵ファイバ１３と光ファイバ心線３との融着接
続部Ｓの位置）まで移動させる。そして、図８（ｃ）に示すように、フェルール部材６の
雄ねじ１６とスリーブ７の雌ねじ２３とを螺合させる。このとき、フェルール部材６の雄
ねじ１６とスリーブ７の雌ねじ２３とを螺合は、完全なものではなく、例えば図４（ａ）
に示すように、フェルール部材６の雄ねじ１６の先端側の一部がスリーブ７の雌ねじ２３
に螺合する状態であればよい。
【００３８】
　続いて、図９（ａ）に示すように、組付治具４０を準備し、この組付治具４０をフェル
ール部材６のフェルール本体１４に装着されたダストキャップ１８の端末部１８ｃ側から
挿入する。ここで、図１０及び図１１を参照して、組付治具４０について説明する。図１
０及び図１１は、組付治具を示す図である。
【００３９】
　各図に示すように、組付治具４０は、正面視において凸形状を呈している。組付治具４
０は、円筒形状の本体部４１と、本体部４１の一端側に設けられ、本体部４１よりも小径
の小径部４２とから構成されている。図１１（ｂ），（ｃ）に示すように、本体部４１及
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び小径部４２には、貫通孔４３が形成されている。この貫通孔４３の開口径は、ダストキ
ャップ１８の直径よりも大きく形成されている。これにより、組付治具４０は、ダストキ
ャップ１８（フェルール本体１４）を挿通させることができる。また、本体部４１には、
軸方向に沿って複数の溝が形成されている。この溝は、滑り止めとして機能する。
【００４０】
　小径部４２の端面（先端面）の外周面側には、面取り加工が施されている。小径部４２
の先端には、その端面から突設された複数（ここでは２つ）の凸部４４が形成されている
。凸部４４は、フェルール部材６のフランジ部１５に形成された凹部１９に嵌合する。凸
部４４における小径部４２の外周面側は、面取り加工が施されている。これにより、組付
治具４０の凸部４４とフェルール部材６のフランジ部１５に形成された凹部１９との嵌合
をスムーズに行うことができる。なお、凸部４４は、フェルール部材６のフランジ部１５
に形成された凹部１９の形成数に応じて形成されている。
【００４１】
　図９に戻って、組付治具４０をダストキャップ１８に挿通させてフェルール部材６のフ
ランジ部１５まで移動させ、凸部４４をフランジ部１５の凹部１９に嵌合させる。そして
、組付治具４０を固定した状態でスリーブ７が連結されたリアハウジング９を回転させて
、図９（ｂ）に示すように、フェルール部材６の雄ねじ１６とスリーブ７の雌ねじ２３と
を完全に螺合させる。このとき、フェルール部材６とスリーブ７とは、図５（ｂ）に示す
ように、完全に螺合される。これにより、フェルール部材６が位置決めされると共に、フ
ェルール部材６がスリーブ７に保持固定される。
【００４２】
　続いて、図１２（ａ）に示すように、二股状態の外被４をリアハウジング９の小筒状部
２６の刃部２８上に載せる。そして、図１２（ｂ）に示すように、外被４をリアハウジン
グ９の小筒状部２６の刃部２８上に載せた状態で、小筒状部２６に外被押さえ部材１０を
嵌め込む。すると、刃部２８が外被４に食い込んでいく。
【００４３】
　続いて、抗張力繊維５をリアハウジング９の大筒状部２５上に載せた状態で、図１３（
ａ）に示すように、固定部材１１を大筒状部２５にねじ込む。これにより、抗張力繊維５
が大筒状部２５と抗張力繊維固定部３１とに挟み込まれて固定されることとなる。
【００４４】
　また、リアハウジング９の小筒状部２６が固定部材１１の外被固定部３２に覆われるよ
うになる。このとき、外被固定部３２が固定部材１１の後側に対して先細りとなるような
テーパ領域３２ａを有しているため、外被押さえ部材１０の各押さえアーム３０が外被固
定部３２に押されて小筒状部２６側に曲がるようになる。これにより、二股状態の外被４
が各押さえアーム３０を介して外被固定部３２と小筒状部２６とに挟み込まれて強く固定
されることとなる。
【００４５】
　続いて、図１３（ｂ）に示すように、補強チューブ３４が付いたブーツ１２を固定部材
１１の外被固定部３２に装着する。そして、図１３（ｃ）に示すように、柄付きダストキ
ャップ１８の柄部１８ａを指で切る。以上により、図１に示すような光コネクタ１が完成
する。
【００４６】
　以上説明したように、光コネクタ１では、フェルール部材６の雄ねじ１６がスリーブ７
の雌ねじ２３に螺合されている。これにより、フェルール部材６がスリーブ７に固定され
ている。したがって、従来のコネクタのようにフェルール部材６をスリーブ７に嵌め込む
作業を容易に行うことができ、フェルール部材６の雄ねじ１６とスリーブ７の雌ねじ２３
とを螺合させることで、フェルール部材６とスリーブ７とを固定できる。そのため、作業
現場において光コネクタ１を容易に組み立てることができる。
【００４７】
　また、上述の構成であれば、ダストキャップ１８がフェルール本体１４に装着されたフ
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ェルール部材６及び融着保護スリーブ１７が封入されたパッケージと、スリーブ７、ばね
２４、プラグハウジング８、リアハウジング９、外被押さえ部材１０、固定部材１１及び
ブーツ１２が仮組み立てされたパーツが封入されたパッケージとの２つのパッケージを作
業現場に準備することで、作業現場において光コネクタ１を容易に組み立てることができ
る。
【００４８】
　また、フェルール部材６とスリーブ７とを螺合させる際、組付治具４０を用いることに
より、フェルール部材６の雄ねじ１６とスリーブ７の雌ねじ２３とを確実に螺合させるこ
とができる。これにより、フェルール部材６の位置決めが精度よく行われると共に、フェ
ルール部材６をスリーブ７に強固に固定できる。
【００４９】
　本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。例えば、上記実施形態では、ＳＴ
コネクタを例示したが、フェルール部材とフェルール部材保持部に相当する部材とを有す
るコネクタであれば本発明に係る構成を適用できる。
【００５０】
　１…光コネクタ、６…フェルール部材、７…スリーブ（フェルール部材保持部）、９…
リアハウジング、１３…内蔵ファイバ、１４…フェルール本体、１５…フランジ部、１６
…雄ねじ（第１ねじ）、１９…凹部、２３…雌ねじ（第２ねじ）、４０…組付治具。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１３】



(12) JP 5916996 B2 2016.5.11

10

20

30

フロントページの続き

(72)発明者  鈴木　裕司
            神奈川県茅ヶ崎市下町屋１丁目５番１号　ＳＥＩオプティフロンティア株式会社内
(72)発明者  横町　之裕
            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

    審査官  奥村　政人

(56)参考文献  特開昭６２－０２１１０８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－２０１６６１（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許第０５０８５４９２（ＵＳ，Ａ）　　　
              特表２００５－５１９４４７（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許第０５７６１３５９（ＵＳ，Ａ）　　　
              特開２００９－２７１４２７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－０６９６０７（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２００９／１０７３０６（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開平１１－２８７９２８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－３３４３５３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－３３４３５４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭６４－０８０９１５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－０９１３７９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０３－１３２７０７（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２００８／０５９８４２（ＷＯ，Ａ１）　　
              国際公開第２００８／０５９８４３（ＷＯ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０２Ｂ　　　６／２４
              Ｇ０２Ｂ　　　６／２５５
              Ｇ０２Ｂ　　　６／３６－　６／４０


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

