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(57)【要約】
【課題】特定の光学素子に向かう光路上に設けられた光
学フィルタの角度を容易に調整できる光モジュールを提
供する。
【解決手段】フォトダイオード３２とミラー７との間に
光学フィルタ９が設けられ、光学フィルタ９は、第１の
フォトダイオードパッケージ３から支持されており、ケ
ーシング１とパッケージ３との間には、ケーシング側回
転ホルダ１８とパッケージ側回転ホルダ１７とが配設さ
れ、ホルダ１８とホルダ１７とは、相対して突き合う端
面１７ａ，１８ａが球面の一部の形状とされ、ホルダ１
７が端面１８ａに沿って移動することにより、パッケー
ジ３をケーシング１から角度変更可能に支持する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光ファイバが接続されたケーシングと、
　前記ケーシングに取り付けられて、それぞれ光学素子を搭載する複数のパッケージと、
　前記ケーシング内に収納された光学系とを備え、
　前記光学素子は、それぞれ前記光学系を介して前記光ファイバと光学的に結合する光モ
ジュールにおいて、
　少なくとも１個の前記光学素子と前記光学系との間に光学フィルタが設けられ、
　前記光学フィルタは、前記パッケージから支持されており、
　前記ケーシングと前記パッケージとの間には、前記ケーシングに設けられた固定ホルダ
と前記パッケージに設けられて前記固定ホルダと組み合う可動ホルダとが配設され、前記
固定ホルダと前記可動ホルダは、相対して突き合う端面が球面の一部の形状とされ、前記
可動ホルダが前記端面に沿って移動することにより、前記パッケージを前記ケーシングか
ら角度変更可能に支持する
　ことを特徴とする光モジュール。
【請求項２】
　前記パッケージは、それぞれ前記光学素子の直近に光を集光するレンズを有しており、
　前記光学フィルタと前記レンズとは、１つの支持部材により支持されている
　ことを特徴とする請求項１に記載の光モジュール。
【請求項３】
　前記パッケージは、ＴＯ型メタルＣＡＮパッケージであり、前記支持部材は、前記ＴＯ
型メタルＣＡＮパッケージの外殻を構成している
　ことを特徴とする請求項２に記載の光モジュール。
【請求項４】
　前記光学系は、ミラーを含み、前記光学フィルタは、前記ミラーにて反射された光を透
過する
　ことを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の光モジュール。
【請求項５】
　前記光学素子は、前記光学系を介して前記光ファイバからの光を入射するフォトダイオ
ードである
　ことを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載の光モジュール。
【請求項６】
　前記光学素子は、前記光学系を介して前記光ファイバへ光を出射するレーザダイオード
である
　ことを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載の光モジュール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光学素子を搭載しこの光学素子を光ファイバに結合させる光モジュールに関
するものであり、特に複数の光学素子を搭載した光モジュールに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、光モジュールにおいては、受信用のフォトダイオードや送信用のレーザダイオー
ドなど、複数の光学素子を搭載し、さらにレンズやミラーなどの光学系を備え、それぞれ
の光学素子を光学系を介して一本の光ファイバに結合させる光モジュールが知られている
。
【０００３】
　このような光モジュールは例えば以下の構造である。すなわち、内部に波長選択性ミラ
ーと複数の光学素子を収納するとともに外部から延びる光ファイバが接続されるケーシン
グを有しており、複数の光学素子は、ミラーを中心にその周囲に配置され、例えば光ファ
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イバから入射した光がミラーを透過或いは反射して分岐し、各光が各光学素子に入射する
ように、或いは各光学素子から出射された光がミラーを透過若しくは反射して光ファイバ
へ入射するように位置調整されている。つまり、各光学素子がそれぞれミラーを介して光
ファイバと光学的に結合するように位置調整されている。
【０００４】
　上記構成の光モジュールにおいて、所望の光信号を得るため、特定の光学素子に向かう
光路上に光学フィルタが設けられる場合がある。すなわち、入射した光信号のうち、特定
の波長の光信号はミラーによって反射され、光学フィルタへ入射するが、例えばミラーの
実装傾き、光ファイバのケーシングに対する実装傾きなどの要因により、光学フィルタへ
の光線の入射角度が傾いている場合には十分な性能が得られない。一般に光学フィルタは
誘電体薄膜を数十層から数百層積層させて構成されており、層間の干渉を利用して動作す
るため、光学フィルタの透過特性は入射角に大きく依存する。特に急峻な波長選択特性を
有する光学フィルタは入射角を垂直方向とする必要があり、垂直方向以外の想定外の方向
からの入射光に対して透過特性が変動する。図１２は、光学フィルタの透過損失のグラフ
を示す図である。光学フィルタに垂直に入射した場合の透過特性と比較して斜めに入射し
た場合の透過特性は、透過波長帯が変動する。そのため、所望の特性を適切に得るために
は、光を光学フィルタへ垂直に入射させる必要がある。つまり、光学フィルタへの光の入
射角を調整する必要がある。
【０００５】
　一方、従来、内部に１つの光学素子と１組の光学系を収納するとともに外部から延びる
光ファイバが接続されたケーシングを有する光モジュールにおいて、光学系と光ファイバ
との間に角度調整機構を設け、これにより角度ずれを補正する技術が提案されている（例
えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平７－２１８７７５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上記特許文献１に提案された技術によれば、ケーシングに対して光ファ
イバの取付角度を変更可能とするものであるため、複数の光学素子を搭載するものにおい
て、特定の光学素子に向かう光路上に設けられた光学フィルタの角度を調整したい場合に
は、適用することが困難である。
【０００８】
　この発明は上記のような問題点を解決するためになされたもので、複数の光学素子を搭
載する光モジュールにおいて、他の光学素子の光学調整に何ら影響を与えることなく、特
定の光学素子に向かう光路上に設けられた光学フィルタの角度を容易に調整できる光モジ
ュール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】
【０００９】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明の光モジュールは、光ファイバ
が接続されたケーシングと、ケーシングに取り付けられて、それぞれ光学素子を搭載する
複数のパッケージと、ケーシング内に収納された光学系とを備え、光学素子は、それぞれ
光学系を介して光ファイバと光学的に結合する光モジュールにおいて、少なくとも１個の
光学素子と光学系との間に光学フィルタが設けられ、光学フィルタは、パッケージから支
持されており、ケーシングとパッケージとの間には、ケーシングに設けられた固定ホルダ
とパッケージに設けられて固定ホルダと組み合う可動ホルダとが配設され、固定ホルダと
可動ホルダは、相対して突き合う端面が球面の一部の形状とされ、可動ホルダが端面に沿
って移動することにより、パッケージをケーシングから角度変更可能に支持することを特
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徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、それぞれ光学素子を搭載する複数のパッケージを有する光モジュール
であり、パッケージから支持されており、ケーシングとパッケージとの間には、ケーシン
グに設けられた固定ホルダとパッケージに設けられて固定ホルダと組み合う可動ホルダと
が配設され、固定ホルダと可動ホルダは、相対して突き合う端面が球面の一部の形状とさ
れ、可動ホルダが端面に沿って移動することにより、パッケージをケーシングから角度変
更可能に支持するので、他の光学素子の光学調整に何ら影響を与えることなく、特定の光
学素子に向かう光路上に設けられた光学フィルタの角度を容易に調整できるという効果を
奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、本発明にかかる光モジュールの実施の形態１の一部を分解した斜視図で
ある。
【図２】図２は、本発明にかかる光モジュールの実施の形態１の縦断面図である。
【図３】図３は、パッケージ側回転ホルダの正面図である。
【図４】図４は、パッケージ側回転ホルダの側面図である。
【図５】図５は、図３のＤ－Ｄ’線に沿う断面図である。
【図６】図６は、ケーシング側回転ホルダの正面図である。
【図７】図７は、ケーシング側回転ホルダの側面図である。
【図８】図８は、図６のＥ－Ｅ’線に沿う断面図である。
【図９】図９は、第１のフォトダイオードパッケージがケーシングに対して取付角度を変
える様子を説明するための図であり、角度変更前の状態の部分的な断面図である。
【図１０】図１０は、第１のフォトダイオードパッケージがケーシングに対して取付角度
を変える様子を説明するための図であり、角度変更後の状態の部分的な断面図である。
【図１１】図１１は、本発明にかかる光モジュールの実施の形態２の縦断面図である。
【図１２】図１２は、光学フィルタの透過損失のグラフを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下に、本発明にかかる光モジュールの実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。
なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。
【００１３】
実施の形態１．
　図１は、本発明にかかる光モジュールの実施の形態１の一部を分解した斜視図である。
図２は、本発明にかかる光モジュールの実施の形態１の縦断面図である。図１及び図２に
おいて、本実施の形態の光モジュール１０１は、光ファイバ２が接続されたケーシング１
と、このケーシング１に取り付けられて各々光学素子を搭載する３つのＴＯ型メタルＣＡ
Ｎパッケージ、すなわちＴＯ－ＣＡＮパッケージを有している。なお、ＴＯ－ＣＡＮパッ
ケージは、素子をメタルＣＡＮと呼ばれる缶状の金属内に収納したものである。
【００１４】
　具体的に、３つのＴＯ－ＣＡＮパッケージは、光学素子として受信用のフォトダイオー
ド（以降、ＰＤ）３２を搭載する第１のフォトダイオードパッケージ（以降、第１ＰＤパ
ッケージ）３と、光学素子として同じく受信用のフォトダイオード（以降、ＰＤ）４２を
搭載する第２のフォトダイオードパッケージ（以降、第２ＰＤパッケージ）４と、光学素
子として送信用のレーザダイオード（以降、ＬＤ）５２を搭載するレーザダイオードパッ
ケージ（以降、ＬＤパッケージ）５である。
【００１５】
　ケーシング１の内部は空洞とされており、光学系を構成する平板状の二枚のミラー７，
８が収納されている。ミラー７とミラー８とは、互いの主面が９０度となるようにして、
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ケーシング１の概略中央に配設されたミラーホルダ６に支持されている。ケーシング１に
は、ミラー７，８を中心として概略９０度ずつ離れて４つの取付穴１ａ～１ｄが開口して
いる。そして、光ファイバ２と３つのパッケージ３，４，５は、この取付穴１ａ～１ｄに
それぞれ取り付けられている。光ファイバ２は、ケーブル端に設けられたフランジ部をケ
ーシング１外面に当接して、先端に設けられたファイバフェルール１０を取付穴１ａに挿
入するようにしてケーシング１に接続されている。
【００１６】
　第１ＰＤパッケージ３は、ＰＤ３２を搭載するステム３１と、ＰＤ３２と電気的に接続
されステム３１を貫通して外部に延びるリードピン３３と、ミラー７からＰＤ３２に至る
光路上におけるＰＤ３２の直近に配置されて光を集光するレンズ３５と、概略有底円筒缶
状を成しＰＤ３２を覆って内部を密閉空間にするとともにレンズ３５を支持するレンズキ
ャップ３４とを有している。なお、ＰＤ３２へは、リードピン３３を介して外部からバイ
アスが印加されている。
【００１７】
　本実施の形態の第１ＰＤパッケージ３は、さらにミラー７からレンズ３５に至る光路上
に配置された光学フィルタ９と、レンズキャップ３４より大きな有底円筒状を成しレンズ
キャップ３４に同軸に重ねて配設され、光学フィルタ９を支持するフィルタキャップ１６
とを有している。光学フィルタ９は、フィルタキャップ１６の底部に開口した穴に合わせ
て例えば接着剤にて固着されている。フィルタキャップ１６は、開口縁部に形成されたフ
ランジ部を、レンズキャップ３４に重ねるようにしてプロジェクション溶接やＹＡＧ溶接
により固定されている。光学フィルタ９は、ミラー７からレンズ３５に至る光路に対して
直交するように配置され、ミラー７にて反射した光は光学フィルタ９に直角に入射する（
図２中角度Ｂ）。
【００１８】
　そして、第１ＰＤパッケージ３とケーシング１との間には、ケーシング１に対して第１
ＰＤパッケージ３の取付角度を可変とする取付角可変手段が設けられている。この取付角
可変手段は、ケーシング１の取付穴周囲にＹＡＧ溶接により固定された環状のケーシング
側回転ホルダ（固定ホルダ）１８と、フィルタキャップ１６の外周面にＹＡＧ溶接により
固定された円筒状のパッケージ側回転ホルダ１７（可動ホルダ）とから構成されている。
【００１９】
　図３は、パッケージ側回転ホルダ１７の正面図である。図４は、パッケージ側回転ホル
ダ１７の側面図である。図５は、図３のＤ－Ｄ’線に沿う断面図である。図６は、ケーシ
ング側回転ホルダ１８の正面図である。図７は、ケーシング側回転ホルダ１８の側面図で
ある。図８は、図６のＥ－Ｅ線に沿う断面図である。図９及び図１０は、第１ＰＤパッケ
ージ３がケーシング１に対して取付角度を変える様子を説明するための図であり、図９は
、角度変更前の状態の部分的な断面図であり、図１０は、角度変更後の状態の部分的な断
面図である。
【００２０】
　図３乃至図１０において、ケーシング側回転ホルダ１８とパッケージ側回転ホルダ１７
とは、相対して突き合う端面が球面の一部の形状とされ、パッケージ側回転ホルダ１７が
端面に沿って摺動することにより、第１ＰＤパッケージ３をケーシング１から角度変更可
能に支持している。すなわち、円筒状のパッケージ側回転ホルダ１７の一側の開口縁部外
側に、ケーシング側回転ホルダ１８と突き合う端面（開口縁部外側）１７ａが形成されて
おり、一方、環状を成すケーシング側回転ホルダ１８の内周に、パッケージ側回転ホルダ
１７と突き合う端面（内周面）１８ａが形成されており、端面１７ａは外側に凸の球面Ｆ
の一部となっており、端面１８ａは内側に凹の球面Ｆの一部となっており、両端面１７ａ
，１８ａは球面Ｆ上で摺動可能とされている（図９，１０）。これにより、ケーシング１
に対する第１ＰＤパッケージ３の取付角度が変更可能になっている。
【００２１】
　図２に戻り、第２ＰＤパッケージ４は、第１ＰＤパッケージ３と概略同様な形状を成し
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、ＰＤ４２を搭載するステム４１と、ＰＤ４２と電気的に接続されステム４１を貫通して
外部に延びるリードピン４３と、ミラー８からＰＤ４２に至る光路上に配置されたレンズ
４５と、概略有底円筒缶状を成しＰＤ４２を覆って内部を密閉空間にするとともにレンズ
４５を支持するレンズキャップ４４とを有している。ＰＤ４２へは、リードピン４３を介
して外部からバイアスが印加されている。第２ＰＤパッケージ４は、ケーシング１の取付
穴１ｃに接着剤１３にて位置調整をしつつ固着されている。
【００２２】
　また、ＬＤパッケージ５は、ＬＤ５２を搭載するステム５１と、ＬＤ５２と電気的に接
続されステム５１を貫通して外部に延びるリードピン５３と、ミラー８からＬＤ５２に至
る光路上に配置されたレンズ５５と、概略有底円筒状を成しＬＤ５２を覆って内部を密閉
空間にするとともにレンズ５５を支持するレンズキャップ５４とを有している。
【００２３】
　ＬＤパッケージ５とケーシング１との間には、ケーシング１に対してＬＤパッケージ５
を軸方向（光軸方向）に移動可変とする取付位置可変手段が設けられている。この取付位
置可変手段は、ケーシング１の取付位置に溶接により固定された円筒状のケーシング側ス
ライドホルダ１２と、ＬＤパッケージ５の外周を囲繞して設けられた円筒状のパッケージ
側スライドホルダ１１とから構成されている。パッケージ側スライドホルダ１１は、ケー
シング側スライドホルダ１２内に嵌め込まれ、パッケージ側スライドホルダ１１の外周面
は、ケーシング側スライドホルダ１２の内周面に摺動可能に接しており、パッケージ側ス
ライドホルダ１１がケーシング側スライドホルダ１２の内周面に沿って摺動することによ
り、ＬＤパッケージ５をケーシング１から軸方向に移動可能に支持している。
【００２４】
　なお、本実施の形態の第１ＰＤパッケージ３は、上記パッケージ側回転ホルダ１７とケ
ーシング側回転ホルダ１８の働きにより球面に沿って取付角度を変更可能とされているが
、例えば、パッケージ側回転ホルダ１７とフィルタキャップ１６の間を、パッケージ側ス
ライドホルダ１１とケーシング側スライドホルダ１２との間のようにスライド可能として
、さらに取付位置を軸方向に移動可能としてもよい。
【００２５】
　次に、動作について説明する。光ファイバ２から入射した光は、図２に一点鎖線Ｃにて
示すように、ミラー７にて反射してＰＤ素子３２へ入射する。また、ミラー７を透過しミ
ラー８にて反射した光はＰＤ素子４２へ入射する。一方、ＬＤ５２から出射した光は、ミ
ラー８およびミラー７を透過して光ファイバ２へ入射する。
【００２６】
　ミラー７にて反射した光は、光学フィルタ９を通過しレンズ３５にて集束されてＰＤ素
子３２へ入射する。そして、ＰＤ素子３２にて光―電気変換されてリードピン３３へ出力
される。このとき、光学フィルタ９は、レンズ３５とＰＤ素子３２とをむすぶ光軸の延長
線上に配置されている。そのため、ＰＤ素子３２へ入射する光は必ず光学フィルタ９を透
過する。図９および図１０に示すように、パッケージ側回転ホルダ１７とケーシング側回
転ホルダ１８の相対して突き合う端面が球面Ｆの一部の形状とされており、第１ＰＤパッ
ケージ３は球面Ｆに沿って任意の角度に揺動することが出来る。そのため、ミラー７の実
装傾き或いは光ファイバ２の実装傾き等があっても、光学フィルタ９へ光が垂直に入射す
るように容易に調整することが可能となる。
【００２７】
　次に、光モジュール１０１の組立て手順を説明する。最初にミラーホルダ６にミラー７
及びミラー８を接着剤（図示せず）等を用いて取り付ける。次に光ファイバ２をケーシン
グ１へ取り付ける。ケーシング１への取り付けは実装後に温度変動等により位置が変動し
なければ特に手段を問わないが、一般的には光ファイバ２のフランジ部をケーシング１と
の間でＹＡＧ溶接して行う。光ファイバ２とミラー７，８がケーシング１に固定された状
態で、ＬＤパッケージ５をパッケージ側スライドホルダ（以降、ホルダ）１１とケーシン
グ側スライドホルダ（以降、ホルダ）１２を用いてケーシング１へ取り付ける。レンズ５
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５を用いたＬＤ５２とファイバフェルール１０との間の光学系として約４倍程度の倍率と
することが一般的である。そのため、ＬＤパッケージ５のファイバフェルール１０に対す
る位置精度の要求は厳しく、ホルダ１１，１２はＹＡＧ溶接によって相互に固定される。
まず、ＬＤパッケージ５とホルダ１１とをプロジェクション溶接等で固定する。次いで、
ＬＤパッケージ５に適当なバイアス電流を印加し、ＬＤ５２を光らせた上で、ＬＤパッケ
ージ５の位置を調整し、光ファイバ２からの出射光レベルが最適となる位置にする。すな
わち、光軸垂直方向に対しては最大となり、光軸と平行方向に対しては適切な光出力とな
る位置である。この位置にてホルダ１１，１２の間をＹＡＧ溶接にて貫通固定する。この
上で更に光軸垂直方向にて光ファイバ２からの光出力が最大となる位置を調整し、ホルダ
１２とケーシング１との間をＹＡＧ溶接にて固定する。
【００２８】
　次に、第１ＰＤパッケージ３を、パッケージ側回転ホルダ（以降、ホルダ）１７、ケー
シング側回転ホルダ（以降、ホルダ）１８、及びフィルタキャップ１６を用いて固定する
。まず、フィルタキャップ１６に光学フィルタ９を接着剤等を用いて固定し、このフィル
タキャップ１６を第１ＰＤパッケージ３のレンズキャップ３４上に被せてＹＡＧ溶接にて
固定する。次にホルダ１７，１８を用いて第１ＰＤパッケージ３をケーシング１へ固定す
る。このとき、光ファイバ２より光を入射させて位置調整を行う。このとき光の波長は光
学フィルタ９の透過特性の内、入射角度に大きく依存する波長とする。図１２に示すグラ
フにおいて１５６１ｎｍ付近の波長を選択する。この波長では光学フィルタ９の入射角度
により透過損失が大きく変動する。調整はホルダ１７とホルダ１８の角度を予め決めた角
度に設定し、その上で第１ＰＤパッケージ３の位置を調整し、ＰＤ３２の受光感度が最も
高くなる位置にする。
【００２９】
　次いで、ホルダ１７，１８の間の角度を上記とは別の角度に再設定し、同様に第１ＰＤ
パッケージ３の位置を調整して受光感度が最も高くなるよう調整する。この作業を数回繰
り返し、受光感度が最も高い角度及び位置、すなわち透過損失が最小となるような条件を
見出す。そして、最終的な回転ホルダ１７，１８間の角度を決定した上で、再度第１ＰＤ
パッケージ３の受光感度が最大となる位置でＹＡＧ溶接にて固定する。最後に第２ＰＤパ
ッケージ４を固定する。
【００３０】
　第２ＰＤパッケージ４に搭載するＰＤ４２は受光径が大きいため、ＬＤパッケージ５や
第１ＰＤパッケージ３と異なり、接着剤による固定でも十分である。第２ＰＤパッケージ
４は、光ファイバ２から光を入力し、受光感度が最大となる位置に調整しつつ紫外線硬化
接着剤等で固定する。
【００３１】
　以上のように、本実施の形態の光モジュール１０１によれば、第１ＰＤパッケージ３は
、フィルタキャップ１６により光学フィルタ９を支持しており、ケーシング１に対して、
ホルダ１７及びホルダ１８により、球面に沿って揺動可能に支持されているので、光学フ
ィルタ９への光の入射角度を容易に修正することができ、最適な透過特性を得ることが可
能となる。
【００３２】
　なお、本実施の形態の光学フィルタ９は、第１ＰＤパッケージ３からフィルタキャップ
１６により支持されているが、フィルタキャップ１６に限らず、別な形状の例えば、ステ
イなどにより第１ＰＤパッケージ３から支持されてもよい。
【００３３】
　なお、本実施の形態の光モジュール１０１によれば、第１ＰＤパッケージ３は、取付角
可変手段であるケーシング側回転ホルダ１８とパッケージ側回転ホルダ１７とにより、ケ
ーシング１に対して球面に沿って揺動可能に支持されているが、第２ＰＤパッケージ４や
ＬＤパッケージ５も、同様な取付角可変手段によりケーシング１に対して球面に沿って揺
動可能に支持されてもよい。
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【００３４】
実施の形態２．
　図１１は、本発明にかかる光モジュールの実施の形態２の縦断面図である。本実施の形
態は、実施の形態１のものに対して部品点数を減らしコスト削減を図るものである。本実
施の形態の光モジュール１０２によれば、第１ＰＤパッケージ３において、フィルタレン
ズキャップ１９は底部が肉厚の有底円筒状を成しており、レンズ３５は肉厚の底部を貫通
する貫通穴の内部に配設されており、光学フィルタ９は貫通穴の開口端に固定されている
。すなわち、本実施の形態では、レンズ３５と光学フィルタ９とがフィルタレンズキャッ
プ１９という１つの支持部材により兼用して支持されている。そして、パッケージ側回転
ホルダ１７は、フィルタレンズキャップ１９の外周面に溶接固定されている。その他の構
成は実施の形態１と同様である。
【００３５】
　本実施の形態の第１ＰＤパッケージ３もまた実施の形態１のものと同様にＴＯ型メタル
ＣＡＮパッケージであり、フィルタレンズキャップ１９は、このＴＯ型メタルＣＡＮパッ
ケージの外殻を構成している。
【００３６】
　本実施の形態の光モジュール１０２によれば、レンズ３５と光学フィルタ９とが１つの
支持部材により兼用して支持されているので、部品点数を減らしコスト削減を図ることが
できる。なお、本実施の形態において、レンズ３５と光学フィルタ９とは、フィルタレン
ズキャップ１９により支持されているが、フィルタレンズキャップ１９に限らず、別な形
状の例えば、ステイなどにより第１ＰＤパッケージ３から支持されてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００３７】
　以上のように、本発明にかかる光モジュールは、複数の光学素子を搭載し各光学素子を
光ファイバに光学的に結合させる光モジュールに有用であり、特に、各光学素子がそれぞ
れパッケージ化されている光モジュールに適している。
【符号の説明】
【００３８】
　１　ケーシング
　１ａ，１ｂ，１ｃ，１ｄ　取付穴
　２　光ファイバ
　３　第１のフォトダイオードパッケージ
　４　第２のフォトダイオードパッケージ
　５　レーザダイオードパッケージ
　６　ミラーホルダ
　７，８　ミラー
　９　光学フィルタ
　１０　ファイバフェルール
　１１　パッケージ側スライドホルダ
　１２　ケーシング側スライドホルダ
　１３　接着剤
　１６　フィルタキャップ
　１７　パッケージ側回転ホルダ（可動ホルダ）
　１８　ケーシング側回転ホルダ（固定ホルダ）
　１９　フィルタレンズキャップ
　３１，４１，５１　ステム
　３２，４２　フォトダイオード（光学素子）
　３３，４３，５３　リードピン
　３４，４４，５４　レンズキャップ
　３５，４５，５５　レンズ
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　５２　レーザダイオード（光学素子）
　１０１，１０２　光モジュール

【図１】 【図２】
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