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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フェルールと、該フェルールの後端に接続されている光ファイバ接続器とを備え、上記
フェルールの先端から上記光ファイバ接続器内まで内蔵された内蔵ファイバの後端面に屈
折率整合体を介して他の外部光ファイバが光ファイバ接続器内で突き合わせ接続されてい
る光コネクタにおいて、
　上記屈折率整合体は、架橋を施して架橋状態である応力歪み緩和剤が添加された架橋硬
化型屈折率整合剤を架橋硬化したものからなり、
　上記応力歪み緩和剤は、上記架橋硬化型屈折率整合剤に対する添加量が１～３０ｗｔ％
のシリコーンゲルであることを特徴とする光コネクタ。
【請求項２】
　上記応力歪み緩和剤は、屈折率が１．４６±０．０５の範囲内であることを特徴とする
請求項１に記載の光コネクタ。
【請求項３】
　上記屈折率整合体は、屈折率が１．４６±０．０５の範囲内、光透過率が８０％以上、
破断伸び５０％以上、ガラス粘着力５０ｇ／１０ｍｍ幅以上であることを特徴とする請求
項１または２に記載の光コネクタ。
【請求項４】
　上記屈折率整合体は、厚さが５～５０μｍであることを特徴とする請求項１～３いずれ
か記載の光コネクタ。
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【請求項５】
　上記外部光ファイバが突き合わせ接続される前の状態において、上記屈折率整合体の上
記外部光ファイバとの突き合わせ接続面は、縦断面視に於いて丸みを帯びた形状を有する
ことを特徴とする請求項１～４いずれか記載の光コネクタ。
【請求項６】
　上記屈折率整合体は、上記内蔵ファイバの後端面のみに付着し、上記内蔵ファイバの側
面は、撥水処理がなされていることを特徴とする請求項１～５いずれか記載の光コネクタ
。
【請求項７】
　上記屈折率整合体は、上記内蔵ファイバの後端面から側面にわたり付着していることを
特徴とする請求項１～５いずれか記載の光コネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
  本発明は、光ファイバの布設現場において、ホーリーファイバの接続作業を簡易に行う
ことができる光コネクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
  現在、光ファイバの接続方法としては、一般に、光ファイバ同士を突き合わせる物理的
な接続方法がよく用いられる。その具体的方法として、メカニカルスプライスを用いた接
続方法、光コネクタを用いた接続方法がある。
【０００３】
  そして、光ファイバの接続現場においては、例えば、フェルールと、該フェルールに接
続されており、光ファイバが内蔵されている光ファイバ接続器を備えた光コネクタが用い
られ、この光ファイバ接続器に内蔵された光ファイバ（内蔵ファイバ）の端面に他の光フ
ァイバ（外部光ファイバ）を突き合わせるといった接続作業が行われている。
【０００４】
  このような物理的な接続方法においては光ファイバの端面形状が接続特性に大きく影響
する。例えば、光ファイバの端面の角度（光ファイバの軸に対する角度）が直角からずれ
ていたり、光ファイバの端面の粗さが大きかったりすると、互いに突き合わせた光ファイ
バの端面同士の間に空気が入り、光ファイバの端面でのフレネル反射が大きくなるため、
接続損失が増大する。このような光ファイバの端面の粗さによる接続損失の増大を防ぐた
めの方法として、光ファイバを切断した後に、光ファイバ端面を研磨処理する方法が知ら
れている。
【０００５】
  また、光ファイバを切断した後に、光ファイバの端面を研磨処理しないで、切断したま
まの状態で接続する方法としては、光ファイバの端面間に光ファイバのコアの屈折率と同
等の屈折率又はコアの屈折率に近似した屈折率を有する液状又はグリース状の屈折率整合
剤を介在させる方法が知られている（特許文献１，２）。この屈折率整合剤を介在させる
方法は、屈折率整合剤を光ファイバ端面に塗布したり、屈折率整合剤を光ファイバ接続部
に充填したりして、光ファイバ同士を突き合わせるものである。これにより、端面間への
空気の侵入を防ぎ、空気によって生じるフレネル反射を低下させ、接続損失を低減させる
。
【０００６】
  また、その他には、固体状の屈折率整合部材（フィルム）を用いる方法が知られている
（特許文献３，４，５）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平１１－７２６４１号公報
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【特許文献２】特開平１１－１０１９１９号公報
【特許文献３】特許第２６７６７０５号公報
【特許文献４】特開２００１－３２４６４１号公報
【特許文献５】特開昭５５－１５３９１２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
  しかしながら、光ファイバの端面を研磨処理する方法は、外部光ファイバがホーリーフ
ァイバである場合、及び接続作業を光ファイバの布設現場で行う場合には問題がある。
【０００９】
  光ファイバの布設現場で光ファイバなどの端面を研磨処理するには、その研磨処理の作
業のため多大な時間や人件費を要する。そして、その作業に用いる研磨装置を布設現場に
準備しなければならない。よって、光ファイバの接続を安価かつ簡易に行うには適さない
。
【００１０】
  ホーリーファイバは、端面の研磨を行うと、空孔部に研磨カスや研磨剤が入ってしまい
、接続損失が増加すると共に信頼性が低下する。
【００１１】
  光ファイバの端面間に液状又はグリース状の屈折率整合剤を介在させる方法は、シリコ
ーン系やパラフィン系の液状又はグリース状の屈折率整合剤が一般に使用されるために、
これらの屈折率整合剤が時間が経つとホーリーファイバの空孔部に浸入してしまうという
経時変化の問題がある。通常、屈折率整合剤の屈折率には温度依存性があり、空孔部に浸
入した屈折率整合剤の屈折率の変化に応じてホーリーファイバの伝送損失が著しく変化す
るという問題がある。また、屈折率整合剤が空孔部に浸入することにより、光ファイバの
端面間における屈折率整合剤が減少し、空隙や気泡が発生してホーリーファイバの光学特
性が著しく低下するという問題がある。
【００１２】
  これに対して、ホーリーファイバの端面における空孔部を、光ファイバを接続する前に
封止するという方法もあるが、この作業を光ファイバの布設現場で行うには専用の装置が
必要であり、また、ホーリーファイバの端面における空孔部を封止する作業には多くの時
間を要する。よって、光ファイバの接続を安価かつ簡易に行うには適さない。
【００１３】
  フィルムを用いる方法は、光ファイバの径が８０μｍあるいは１２５μｍなどと非常に
細いため、光ファイバの端面にフィルムを精度よく付けることが難しい。また、光ファイ
バの端面にフィルムを付けるにはフィルムが接着性あるいは粘着性を有することが必要で
ある。このため、光ファイバの布設現場において光ファイバの接続作業を行う際に、フィ
ルムにゴミなどの異物が付着しやすく、異物によって光ファイバの信頼性の低下を招いた
り、異物を排除しようとして光ファイバの接続作業の作業性低下を招いたりする問題があ
る。
【００１４】
  さらに、フィルムとして使用する樹脂には、接続する際に応力（歪み）が加わる。一般
に樹脂の屈折率は応力が加わると変化することから、応力緩和が遅いと温度変化による伝
送特性の変動が大きくなるという問題がある。
【００１５】
  このほかに融着接続という接続方法もあるが、この方法も融着機を必要とするため、光
ファイバの布設現場において、簡便的に汎用的に使用する光コネクタには適用できない。
【００１６】
  以上のように、外部光ファイバがホーリーファイバである場合や、接続作業を光ファイ
バの布設現場で行う場合には、従来知られているいずれの方法にも問題がある。
【００１７】
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  そこで、本発明の目的は、上記課題を解決し、光ファイバの布設現場において、ホーリ
ーファイバの接続作業を簡易に行うことができる光コネクタを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　上記目的を達成するために本発明は、フェルールと、該フェルールの後端に接続されて
いる光ファイバ接続器とを備え、上記フェルールの先端から上記光ファイバ接続器内まで
内蔵された内蔵ファイバの後端面に屈折率整合体を介して他の外部光ファイバが光ファイ
バ接続器内で突き合わせ接続されている光コネクタにおいて、上記屈折率整合体は、架橋
を施して架橋状態である応力歪み緩和剤が添加された架橋硬化型屈折率整合剤を架橋硬化
したものからなり、上記応力歪み緩和剤は、上記架橋硬化型屈折率整合剤に対する添加量
が１～３０ｗｔ％のシリコーンゲルである。
【００２０】
  上記応力歪み緩和剤は、屈折率が１．４６±０．０５の範囲内であってもよい。
【００２２】
  上記屈折率整合体は、屈折率が１．４６±０．０５の範囲内、光透過率が８０％以上、
破断伸び５０％以上、ガラス粘着力５０ｇ／１０ｍｍ幅以上であってもよい。
【００２３】
  上記屈折率整合体は、厚さが５～５０μｍであってもよい。
【００２４】
  上記外部光ファイバが突き合わせ接続される前の状態において、上記屈折率整合体の上
記外部光ファイバとの突き合わせ接続面は、縦断面視に於いて丸みを帯びた形状を有して
いてもよい。
【００２５】
  上記屈折率整合体は、上記内蔵ファイバの後端面のみに付着し、上記内蔵ファイバの側
面は、撥水処理がなされていてもよい。
【００２６】
  上記屈折率整合体は、上記内蔵ファイバの後端面から側面にわたり付着していてもよい
。
【発明の効果】
【００２７】
  本発明は次の如き優れた効果を発揮する。
【００２８】
  （１）光ファイバの布設現場において、ホーリーファイバの接続作業を簡易に行うこと
ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
  以下、本発明の一実施形態を添付図面に基づいて詳述する。
【００３０】
  図１及び図２に示されるように、本発明に係る光コネクタ１は、フェルール３と、該フ
ェルール３の後端に接続されている光ファイバ接続器５とを備え、上記フェルール３の先
端から上記光ファイバ接続器５内まで内蔵された光ファイバ（内蔵ファイバ）２の後端面
に屈折率整合体６を介して他の光ファイバ（外部光ファイバ）４が光ファイバ接続器５内
で突き合わせ接続されている光コネクタ１において、上記屈折率整合体６が、架橋硬化型
屈折率整合剤に応力歪み緩和剤が添加されて架橋硬化されたものである。
【００３１】
  フェルール３には内蔵ファイバ２の前半部２ａが収容されている。光ファイバ接続器５
は、フェルール３の後端３ａに繋がり内蔵ファイバ２の後半部２ｂと外部光ファイバ４（
図２）とを突き合わせて保持する。内蔵ファイバ２の後端面２ｃに、架橋硬化型屈折率整
合剤に応力歪み緩和剤が添加されて架橋硬化された屈折率整合体６が設けられている。
【００３２】
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  外部光ファイバ４は、例えば、ホーリーファイバである。空孔部を有さない光ファイバ
でもよい。
【００３３】
  光コネクタ１は、破線で示したハウジング８に収容されるが、ここではハウジング８が
ないものとして説明する。
【００３４】
  フェルール３は、内蔵ファイバ２を収容する中心穴を有する円柱状の部材で、後端３ａ
の部分はフランジになっている。
【００３５】
  光ファイバ接続器５は、図３（ａ）に示されるように、溝３１のある平面を有する溝ブ
ロック３２と溝のない平面を有する平ブロック３３とを平面同士向き合わせ、これら溝ブ
ロック３２と平ブロック３３の外側面をコ字状のクランプ３４で挟み付けて一体化するも
のである。両ブロック３２，３３のクランプ３４で覆われない合わせ目には、くさび挿入
溝３５が形成される。
【００３６】
  溝３１は、内蔵ファイバ２の後半部２ｂを収容し、外部光ファイバ４の一部（図２）を
収容するものである。溝３１は、断面形状は特に限定されないが、外部光ファイバ４より
断面積が大きいのが好ましい。溝３１の断面積は、溝ブロック３２と平ブロック３３とを
重ね合わせたときにできる空間の断面積で定義する。
【００３７】
  この実施形態では、溝３１は、図示のように傾斜方向の異なる２つの斜面が溝壁を形成
するＶ溝である。内蔵ファイバ２の屈折率整合体６が設けられた後端面２ｃと外部光ファ
イバ４の前端面が突き合わせ接続される際に、該突き合わせ接続に直接寄与しない屈折率
整合体６の一部がＶ溝内の余った空間に逃げ、それにより良好な接続特性が得られるので
、溝３１はＶ溝であることが好ましい。
【００３８】
  Ｖ溝に収容した内蔵ファイバ２を平ブロック３３で抑えて固定するには、Ｖ溝に収容さ
れた内蔵ファイバ２が溝ブロック３２の平面から少し出ている状態となるのが望ましい。
　このとき、Ｖ溝の断面積が小さすぎると、内蔵ファイバ２が溝ブロック３２の平面から
大きく出てしまい、平ブロック３３で抑えたとき、溝ブロック３２と平ブロック３３との
間に隙間ができる。Ｖ溝の断面積が大きすぎると、内蔵ファイバ２の全体がＶ溝に入り溝
ブロック３２の平面から出ないため、平ブロック３３で抑えて固定することができない。
よって、Ｖ溝である溝３１は、外部光ファイバ４より断面積が大きいのが好ましい。
【００３９】
  図３（ｂ）に示されるように、光ファイバ接続器５のくさび３６は、該くさび３６を挿
入しないくさび挿入溝３５（図３（ａ））の幅より幅の広い部材である。くさび３６がく
さび挿入溝３５に挿入されると、溝ブロック３２と平ブロック３３に隙間ができ、クラン
プ３４がやや開くようになっている。
【００４０】
  図４に拡大して示すように、内蔵ファイバ２は、被覆層を有する光ファイバ心線４１の
被覆層を除去した光ファイバ４２を所望の長さに切り出し、一方の端部をフェルール３の
中心穴に挿入してフェルール３と共に前端面２ｄ（図１）を研磨したものである。反対の
後端面２ｃに屈折率整合体６が設けられる。
【００４１】
  図５にさらに拡大して示すように、内蔵ファイバ２の後端面２ｃは切断して研磨をかけ
ない状態であり、その後端面２ｃに屈折率整合体６が設けられる。屈折率整合体６は、内
蔵ファイバ２の後端面２ｃに塗布した応力歪み緩和剤添加架橋硬化型屈折率整合剤を架橋
硬化させたものである。
【００４２】
  屈折率整合剤は、屈折率整合性を有する有機材料であり、アクリル系、エポキシ系、ビ
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ニル系、エチレン系、シリコーン系、ウレタン系、ポリアミド系、ポリイミド系、フッ素
系、ポリブタジエン系、ポリカーボネイト系などの各種有機材料の中から、所望の光学特
性（屈折率、光透過率など）に応じて適宜選択する。
【００４３】
  架橋硬化型屈折率整合剤とは、屈折率整合剤のうち、熱、光、湿気、電子線などにより
、架橋硬化して液状から固体に変化するものである。架橋硬化した屈折率整合体６が光伝
送に必要な諸特性を有する架橋硬化型屈折率整合剤であれば何でもよい。
【００４４】
  応力歪み緩和剤とは、応力歪みを緩和させるために添加する材料であり、シリコーン系
オイル、シリコーンゲルなどが好ましい。シリコーン系オイルとは、ストレートシリコー
ンオイル、変性シリコーンオイル、シリコーングリス、シリコーンオイルコンパウンドに
類するもので、例えば、信越シリコーン製（ＫＦ－５０，ＫＦ－５６，ＫＦ－３９３，Ｋ
Ｆ－１０１，ＫＦ－１００２，Ｘ－２２－３９３９Ａ，Ｘ－２２－３４３，Ｘ－２２－２
０００，Ｘ－２２－２０４６，Ｘ－２２－４７４１等）、東芝シリコーン製（ＴＦＳ４１
０，ＴＦＳ４１１，ＴＦＳ４４２０，ＴＦＳ４４２１，ＴＦＳ４４４０，ＴＦＳ４４４５
，ＴＦＳ４４４６，ＴＦＳ４４５０，ＴＦＳ４４５２，ＴＦＳ４４６０，ＫＦ４２－３３
４，ＸＦ４２－Ａ３１６１，ＸＦ－４２－Ｂ０９７０，ＹＦ３８４２，ＴＳＫ５３５３等
）、東レダウコーニング・シリコーン製（ＢＹ１６－８３７，ＢＹ１６－８３９，ＢＹ１
６－８９１，ＢＹ１６８４５，ＢＹ１６－８７４，ＳＦ８４１６，ＳＦ８４２１，ＳＦ８
４２２，ＳＦ８４２７，ＳＨ３７４６，ＳＨ３７４９，ＳＨ３７７１，ＳＨ３７１１，Ｓ
Ｈ８７００，ＳＨ２０３，ＳＨ２３０等）などがある。これらの応力歪み緩和剤を１種類
又は２種類以上組み合わせて用いる。
【００４５】
  シリコーンゲルは、三次元架橋を施したものや非共有結合で物理的な架橋状態を形成し
たものである。例えば、信越化学工業製（ＬＰＳ－１０００，ＫＳＧ－１５，ＫＳＧ－１
６，ＫＳＧ－１８，ＫＳＧ－２１等）、フッ素変性シリコーンゲル（コーセー製）などが
ある。
【００４６】
  応力歪み緩和剤は、屈折率が１．４６±０．０５の範囲内であることが望ましい。応力
歪み緩和剤の屈折率が１．４６±０．０５の範囲外になると、接続損失の増加や反射減衰
量の低下が著しくなる。
【００４７】
  応力歪み緩和剤は、架橋硬化型屈折率整合剤に対する添加量が１～３０ｗｔ％であるこ
とが望ましい。添加量が１ｗｔ％より少ないと、添加による効果が得られず、添加量が３
０ｗｔ％より多いと、外部光ファイバ４の脱着の際に屈折率整合体６の剥離、脱落が生じ
やすい。
【００４８】
  屈折率整合体６の屈折率は、１．４６±０．０５の範囲内であるのが好ましい。屈折率
整合体６の屈折率が１．４６±０．０５の範囲を外れると、接続損失の増加や反射減衰量
の低下が著しくなる。屈折率整合体６の屈折率は、１．４６±０．０１の範囲内であると
いっそう好ましい。
【００４９】
  屈折率整合体６の屈折率の温度に対する変化率は、－４０℃～７０℃において±２％以
内であることが好ましい。
【００５０】
  屈折率整合体６の光透過率は、８０％以上であるのが好ましい。光透過率が８０％未満
であると、外部光ファイバ４との接続部での接続損失が１ｄＢを超える。屈折率整合体６
の光透過率は、９０％以上であるのがさらに好ましい。
【００５１】
  屈折率整合体６の破断伸びは、５０％以上であるのが好ましい。破断伸びが５０％未満
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であると、接続時に押圧により屈折率整合体６が変形した際に、屈折率整合体６に亀裂や
崩れが生じやすい。屈折率整合体６の破断伸びは、１００％以上であるのがさらに好まし
い。
【００５２】
  なお、屈折率整合体６の破断伸びとは、石英ガラス板の上に厚さ１００～２００μｍの
応力歪み緩和剤添加架橋硬化型屈折率整合剤のフィルム層を形成し、そのフィルム層を硬
化させることにより作製した屈折率整合体からなるフィルムを１０ｍｍ幅の短冊状に加工
し、その短冊状フィルムを引っ張り速度５０ｍｍ／ｍｉｎで引っ張った際に破断するまで
の伸び率のことである。
【００５３】
  屈折率整合体６のガラス粘着力は、５０ｇ／１０ｍｍ幅以上であるのが好ましい。ガラ
ス粘着力が５０ｇ／１０ｍｍ幅未満であると、光コネクタ１に外部光ファイバ４を繰り返
し脱着した際に、屈折率整合体６が脱落しやすい。
【００５４】
  屈折率整合体６のガラス粘着力は、内蔵ファイバ２の後端面２ｃ側よりも屈折率整合体
６の表面において小さいのが好ましい。屈折率整合体６のガラス粘着力が内蔵ファイバ２
の後端面２ｃ側と屈折率整合体６の表面とで同等か屈折率整合体６の表面で大きいと、光
コネクタ１に外部光ファイバ４を繰り返し脱着した際に、屈折率整合体６が内蔵ファイバ
２から脱落して外部光ファイバ４に付着しやすい。
【００５５】
  なお、屈折率整合体６のガラス粘着力とは、石英スライドガラス板の上に厚さ１００μ
ｍの応力歪み緩和剤添加架橋硬化型屈折率整合剤のフィルム層を形成し、そのフィルム層
を硬化させることにより作製した屈折率整合体からなるフィルムを１０ｍｍ幅の短冊状に
加工し、その短冊状フィルムをＪＩＳ  Ｚ０２３７の「９０°引きはがし法」に準拠し、
剥離速度５０ｍｍ／ｍｉｎで石英スライドガラス板に対して９０°に引き剥がす際の荷重
を求めた値である。
【００５６】
  屈折率整合体６の厚さは、５～５０μｍが好ましい。屈折率整合体６の厚さが５μｍ未
満であると、屈折率整合体６の量が不足し、十分な屈折率整合性が得られにくいと共に、
内蔵ファイバ２と外部光ファイバ４が直接接触しやすくなり、それにより各光ファイバ端
面にキズが生じやすい。一方、屈折率整合体６の厚さが５０μｍより大きいと、内蔵ファ
イバ２と外部光ファイバ４の端面間間隔が広くなり、軸ずれや温度変化に起因する膨張・
収縮の影響を受けやすくなる。屈折率整合体６の厚さは、１０～４０μｍであるのがさら
に好ましい。屈折率整合体６の厚さは、１５～３０μｍであるのがいっそう好ましい。
【００５７】
  なお、屈折率整合体６の厚さとは、内蔵ファイバ２の後端面２ｃに付着され、球面状に
形成された屈折率整合体６における後端面２ｃから測定して最も厚い部分における厚さの
ことである。
【００５８】
  次に、本発明の光コネクタ１を外部光ファイバ４に接続する接続作業を光ファイバの布
設現場で行うときの手順を説明する。
【００５９】
  まず、図１のように外部光ファイバ４が未接続の光コネクタ１を用意する。光ファイバ
接続器５の前半部では、溝３１内に内蔵ファイバ２の後半部２ｂが既に収容された状態と
なっている。このとき、溝ブロック３２と平ブロック３３の間に内蔵ファイバ２が挟み込
まれ、溝ブロック３２と平ブロック３３の外側面がクランプ３４で挟み付けられて光ファ
イバ接続器５が一体化されている。クランプ３４を外して溝ブロック３２と平ブロック３
３の開閉を自由にしてしまうと、内蔵ファイバ２がずれるので、ずれないように、クラン
プ３４は外さない。
【００６０】
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  図３（ｂ）のように、くさび３６をくさび挿入溝３５に挿入すると、溝ブロック３２と
平ブロック３３に隙間ができる。
【００６１】
  外部光ファイバ４を切断し、端面の研磨処理はすることなく、上記隙間を利用して光フ
ァイバ接続器５の後半部の溝３１内に外部光ファイバ４を嵌めて、外部光ファイバ４を前
方に案内する。外部光ファイバ４の前端面が内蔵ファイバ２の後端面２ｃに設けられた屈
折率整合体６に接触したら案内を止める。
【００６２】
  くさび３６をくさび挿入溝３５から抜き去ると、溝ブロック３２と平ブロック３３の間
に内蔵ファイバ２及び外部光ファイバ４が一括して挟み込まれて、光ファイバ接続器５に
一体化された状態となる。外部光ファイバ４は、クランプ３４のバネ力によって溝ブロッ
ク３２と平ブロック３３から側圧を受けているので、光ファイバ接続器５から抜けること
はない。以上で接続作業が完了する。
【００６３】
  次に、本発明の光コネクタ１の作用効果を述べる。
【００６４】
  本発明によれば、内蔵ファイバ２の後端面２ｃに、架橋硬化型屈折率整合剤に応力歪み
緩和剤が添加されて架橋硬化された屈折率整合体６が設けられたので、光ファイバ（外部
光ファイバ４）の布設現場において、光コネクタ１と外部光ファイバ４との接続作業を行
う際に、外部光ファイバ４を切断した後に研磨処理を必要とせず、切断したままの状態で
外部光ファイバ４を光コネクタ１に接続することができる。
【００６５】
  また、本発明によれば、屈折率整合体６に応力歪み緩和剤が添加されているので、光コ
ネクタ１は、温度依存性に起因する経時変化の影響を受けにくい。
【００６６】
  また、本発明によれば、屈折率整合体６のガラス粘着力５０ｇ／１０ｍｍ幅以上とした
ので、屈折率整合体６がガラスとの密着力を十分に有し、外部光ファイバ４を繰り返し脱
着しても屈折率整合体６が脱落して接続損失が増加することがほとんどない。
【００６７】
  さらに、本発明によれば、屈折率整合体６に応力歪み緩和剤が含まれているため、外部
光ファイバ４が屈折率整合体６に接触したときに屈折率整合体６の変形に伴う応力歪みが
緩和される。このため、屈折率整合体６の応力歪みに起因する屈折率変化が抑制される。
また、屈折率整合体６の応力歪みの緩和が促進されるので、内蔵ファイバ２と外部光ファ
イバ４との接続部の接続特性が安定する。
【００６８】
  屈折率整合体６は、屈折率が１．４６±０．０５の範囲内、光透過率が８０％以上、破
断伸び５０％以上、ガラス粘着力５０ｇ／１０ｍｍ幅以上であることにより、内蔵ファイ
バ２と外部光ファイバ４との接続部の接続損失が低減され、屈折率整合体６の剥離や破断
が防止される。
【００６９】
  本発明によれば、屈折率整合体６の厚さを５～５０μｍとしたので、損失増加量を小さ
くすることができる。ここで、屈折率整合体６の厚さが様々な光コネクタを作製し、温度
サイクル試験（－４０～７０℃／６ｈ×１０サイクル）を行った。試験前の伝送損失と試
験後の伝送損失を比較した。図７に示されるように、横軸にとった屈折率整合体６の厚さ
が１０μｍ以上の場合に比べて１０μｍより薄いと損失増加量がやや大きく、５μｍより
薄いと損失増加量が顕著に大きい。また、屈折率整合体６の厚さが３５μｍ以下の場合に
比べて３５μｍより厚いと損失増加量がやや大きく、５０μｍより厚いと損失増加量が顕
著に大きい。５～５０μｍの範囲内では、損失増加量が小さく抑えられるので、好ましい
。
【００７０】
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  次に、本発明の他の実施形態を説明する。
【００７１】
  図５に示されるように、屈折率整合体６は、表面形状が球面状であるのが好ましい。球
面状とは、丸みを帯びた形状を言う。屈折率整合体６は、内蔵ファイバ２の後端面２ｃの
みに付着しており、かつ、後端面２ｃは全面が屈折率整合体６に覆われている。
【００７２】
  図５の実施形態によれば、屈折率整合体６の表面形状が球面状であるため、屈折率整合
体の表面形状が従来のように平坦面状であった場合に比べて、光ファイバ接続器５の後半
部の溝３１内を前方に案内されてきた外部光ファイバ４の前端面が屈折率整合体６に接し
たとき、屈折率整合体６が変形しやすいという第１の効果がある。
【００７３】
  また、屈折率整合体の表面形状が従来のように平坦面状であると、外部光ファイバ４の
前端面が屈折率整合体６に接したとき、屈折率整合体６と外部光ファイバ４の前端面との
間に空気層が残るおそれがある。この現象は、外部光ファイバ４の前端面が軸に直角に切
断されている場合に生じる。その点、本発明の実施形態によれば、屈折率整合体６の表面
形状が球面状であるため、中心部分から接触が始まり、屈折率整合体６と外部光ファイバ
４の前端面との間に空気層が残ることがないという第２の効果がある。
【００７４】
  一方、外部光ファイバ４の前端面が軸に斜めに切断されている場合、屈折率整合体の表
面形状が従来のように平坦面状であると、外部光ファイバ４の前端面が屈折率整合体に接
したとき、屈折率整合体の弾性力によって外部光ファイバ４が押し戻され、外部光ファイ
バ４のコアが屈折率整合体に接触しないことがある。その点、本発明の実施形態によれば
、屈折率整合体６の表面形状が球面状であるため、中心部分から接触が始まり、外部光フ
ァイバ４のコアが屈折率整合体６に確実に接触するという第３の効果がある。
【００７５】
  本実施形態においては、屈折率整合体６は、内蔵ファイバ２の後端面２ｃのみに付着し
ており、内蔵ファイバ２の側面には付着していない。屈折率整合体６が内蔵ファイバ２の
側面に付着していると、このような内蔵ファイバ２の後半部２ｂを光ファイバ接続器５の
前半部の溝３１内に収容したとき、本来軸があるべき位置との軸ずれを起こしやすい。そ
の点、本発明の実施形態によれば、屈折率整合体６は、内蔵ファイバ２の後端面２ｃのみ
に付着しており、内蔵ファイバ２の側面には付着していないので、上記軸ずれを防止する
ことができるという第１の効果がある。
【００７６】
  屈折率整合体６の形状は、図６（ａ）～図６（ｄ）に示す形態でもよい。
【００７７】
  また、本発明の実施形態によれば、屈折率整合体６は、内蔵ファイバ２の後端面２ｃの
みに付着しているので、内蔵ファイバ２及び外部光ファイバ４を光ファイバ接続器５の溝
３１内にスムーズに収容できるという第２の効果がある。
【００７８】
  また、本発明の実施形態によれば、屈折率整合体６は、内蔵ファイバ２の後端面２ｃの
みに付着しているので、内蔵ファイバ２の後半部２ｂを溝ブロック３２と平ブロック３３
の間に挟んで押さえたとき、屈折率整合体６が裂けるおそれがないという第３の効果があ
る。
【００７９】
  なお、屈折率整合体６を内蔵ファイバ２の後端面２ｃのみに付着させる方法としては、
内蔵ファイバ２の側面に撥水処理を施すことにより、応力歪み緩和剤添加架橋硬化型屈折
率整合剤を内蔵ファイバ２の後端面２ｃに塗布したときに、該応力歪み緩和剤添加架橋硬
化型屈折率整合剤が内蔵ファイバ２の側面に回り込まないようにする。応力歪み緩和剤添
加架橋硬化型屈折率整合剤は水溶液ではないが、内蔵ファイバ２の側面に撥水処理を施す
と、応力歪み緩和剤添加架橋硬化型屈折率整合剤をはじく効果がある。
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【００８０】
  図６（ｅ）に示した他の実施形態においては、屈折率整合体６は、内蔵ファイバ２の後
端面２ｃから側面にわたり付着しているので、屈折率整合体６が剥がれにくいという効果
がある。側面に付着している量（厚み）はごくわずかとする。
【実施例】
【００８１】
（実施例＃１）
  架橋硬化型屈折率整合剤として、ｎ－ブチルアクリレート／メチルアクリレート／アク
リル酸／２－ヒドロキシエチルメタクリレート共重合体（配合比＝８２／１５／２．７／
０．３（重量部））からなるアクリル系樹脂の５０％酢酸エチル溶液を用いる。
【００８２】
  応力歪み緩和剤として、シリコーン系オイル（ＴＳＫ５３５３：東芝シリコーン製）を
用いる。
【００８３】
  上記架橋硬化型屈折率整合剤１００重量部に、上記応力歪み緩和剤２重量部と架橋剤（
日本ポリウレタン工業株式会社製、商品名：コロネート）１．０重量部を配合して混合し
た。この混合で得られたアクリル系粘着材塗布液（応力歪み緩和剤添加架橋硬化型屈折率
整合剤）を単独で架橋硬化させて屈折率整合体サンプルを得た。
【００８４】
  この屈折率整合体サンプルについて、分光光度計にて１３００～１６００ｎｍの波長領
域における光透過率を測定したところ、９３～９５％であった。また、アッベ屈折率計で
屈折率を測定したところ、常温（２３±２℃）にて１．４６５±０．００５の範囲内であ
った。破断伸びは、２００～３００％であった。ガラス粘着力は、４００～８００ｇ／１
０ｍｍであった。
【００８５】
  上記の応力歪み緩和剤添加架橋硬化型屈折率整合剤を用いて図１の光コネクタ１を作製
した。
【００８６】
  まず、図４のように光ファイバ心線４１（日立電線株式会社製、商品名：ＢＢＧ－ＳＭ
－ＷＦ、心線外径約２５０μｍ、光ファイバ径１２５±１μｍ）の被覆層を長さ２００ｍ
ｍ除去し、被覆層が除去されて剥き出しとなった光ファイバ４２の表面をアルコール洗浄
した後、光ファイバ４２をファイバカッターにて軸に直角（角度誤差１°以下）に切断し
て、後端面２ｃとなる端面を形成した。
【００８７】
  その端面に応力歪み緩和剤添加架橋硬化型屈折率整合剤をポッティングして付けた。常
温放置による架橋硬化により応力歪み緩和剤添加架橋硬化型屈折率整合剤を硬化させて図
５のように屈折率整合体６を形成した。屈折率整合体６の厚さは、２０～２５μｍとした
。
【００８８】
  光ファイバ心線４１から光ファイバ４２を切断して、屈折率整合体６付きの光ファイバ
４２を得た後、本発明の光コネクタ１のフェルール３に挿入し、内蔵ファイバ２とした。
フェルール３の前端で光ファイバ４２を切断し、フェルール３と共に前端面２ｄを研磨し
、光コネクタ１を完成した。このような、光コネクタ１を１０個作製した。
【００８９】
  外部ファイバ４として、ホーリーファイバ（日立電線株式会社製、商品名：ＢＢＧ－Ｈ
Ｆ、心線外径約２５０μｍ、光ファイバ径１２５±１μｍ）の片端の被覆層を適宜な長さ
除去し、被覆層が除去されて剥き出しとなった外部ファイバ４の表面をアルコール洗浄し
た後、光ファイバ４２をファイバカッターにて軸に直角（角度誤差１°以下）に切断して
、外部ファイバ４の前端面を形成した。
【００９０】
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  光コネクタ１と外部ファイバ４を実施形態の説明の通り接続し、以下の試験・測定に供
し、結果を表１の実施例＃１の欄に記入した。
【００９１】
【表１】

【００９２】
（１）光コネクタ１と外部ファイバ４を接続した直後の接続損失（ｄＢ）、反射減衰量（
ｄＢ）。
（２）光コネクタ１と外部ファイバ４を接続して常温（２３±２℃）で２４時間放置後の
損失増加量（ｄＢ）。
（３）反射減衰量が安定するまでの時間（ｈ）。
（４）連続温湿度サイクル試験後の損失増加量（ｄＢ）。連続温湿度サイクル試験は、図
８に示されるように、温度８５℃×３３６ｈ→温度６０℃×湿度９５％×３３６ｈ→温度
－４０℃～７０℃／８ｈ×４２サイクルを行う。
（５）温度サイクル試験後の損失増加量（ｄＢ）。温度サイクル試験は、図９に示される
ように、温度－４０℃～７０℃／６ｈ×１０サイクルを行う。
（６）温湿度サイクル試験後の損失増加量（ｄＢ）。温湿度サイクル試験は、図１０に示
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されるように、（温度２５℃×湿度９３％～温度６５℃×湿度９３％～温度２５℃×湿度
９３％～温度６５℃×湿度９３％～温度２５℃×湿度９３％～温度－１０℃～温度２５℃
×湿度９３％～温度６５℃×湿度９３％～温度２５℃×湿度９３％～温度６５℃×湿度９
３％～温度２５℃×湿度９３％）×５サイクルを行う。
（７）低温試験後の損失増加量（ｄＢ）。低温試験は、図１１に示されるように、温度－
４０℃×２４０ｈを行う。
（８）上記各試験後に外部ファイバ４を１０回繰り返して接続した際の屈折率整合体６の
脱落の有無
  なお、試験（４）には作製した１０個の光コネクタ１のうち５個を使用し、残り５個を
使用して試験（５）～（７）を順次行った。
【００９３】
（実施例＃２）
  架橋硬化型屈折率整合剤として、ｎ－ブチルアクリレート／メチルアクリレート／アク
リル酸／２－ヒドロキシエチルメタクリレート共重合体（配合比＝８２／１５／２．７／
０．３（重量部））からなるアクリル系樹脂の５０％酢酸エチル溶液を用いる。
【００９４】
  応力歪み緩和剤として、シリコーン系オイル（ＴＳＫ５３５３：東芝シリコーン製）を
用いる。
【００９５】
  上記架橋硬化型屈折率整合剤１００重量部に、上記応力歪み緩和剤５重量部と架橋剤（
日本ポリウレタン工業株式会社製、商品名：コロネート）１．０重量部を配合して混合し
た。この混合で得られたアクリル系粘着材塗布液（応力歪み緩和剤添加架橋硬化型屈折率
整合剤）を単独で架橋硬化させて屈折率整合体サンプルを得た。
【００９６】
  この屈折率整合体サンプルについて、分光光度計にて１３００～１６００ｎｍの波長領
域における光透過率を測定したところ、９３～９５％であった。また、アッベ屈折率計で
屈折率を測定したところ、常温（２３±２℃）にて１．４６５±０．００５の範囲内であ
った。破断伸びは、２００～３００％であった。ガラス粘着力は、３００～７００ｇ／１
０ｍｍであった。
【００９７】
  上記の応力歪み緩和剤添加架橋硬化型屈折率整合剤を用いて図１の光コネクタ１を作製
した。作製方法は実施例＃１と同様とし、光コネクタ１を１０個作製した。実施例＃１と
同様に、光コネクタ１と外部ファイバ４を接続し、同様の試験・測定を行って、結果を表
１の実施例＃２の欄に記入した。
【００９８】
（実施例＃３）
  架橋硬化型屈折率整合剤として、ｎ－ブチルアクリレート／メチルアクリレート／アク
リル酸／２－ヒドロキシエチルメタクリレート共重合体（配合比＝８２／１５／２．７／
０．３（重量部））からなるアクリル系樹脂の５０％酢酸エチル溶液を用いる。
【００９９】
  応力歪み緩和剤として、シリコーン系オイル（ＴＳＫ５３５３：東芝シリコーン製）を
用いる。
【０１００】
  上記架橋硬化型屈折率整合剤１００重量部に、上記応力歪み緩和剤２５重量部と架橋剤
（日本ポリウレタン工業株式会社製、商品名：コロネート）１．０重量部を配合して混合
した。この混合で得られたアクリル系粘着材塗布液（応力歪み緩和剤添加架橋硬化型屈折
率整合剤）を単独で架橋硬化させて屈折率整合体サンプルを得た。
【０１０１】
  この屈折率整合体サンプルについて、分光光度計にて１３００～１６００ｎｍの波長領
域における光透過率を測定したところ、９３～９５％であった。また、アッベ屈折率計で
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屈折率を測定したところ、常温（２３±２℃）にて１．４６５±０．００５の範囲内であ
った。破断伸びは、２００～３００％であった。ガラス粘着力は、１００～３００ｇ／１
０ｍｍであった。
【０１０２】
  上記の応力歪み緩和剤添加架橋硬化型屈折率整合剤を用いて図１の光コネクタ１を作製
した。作製方法は実施例＃１と同様とし、光コネクタ１を１０個作製した。実施例＃１と
同様に、光コネクタ１と外部ファイバ４を接続し、同様の試験・測定を行って、結果を表
１の実施例＃３の欄に記入した。
【０１０３】
（実施例＃４）
  架橋硬化型屈折率整合剤として、ＳＤ４５９０／ＢＹ２４－７４１／ＳＲＸ２１２／ト
ルエン（配合比＝１００／１．０／０．９／５０（重量部））からなる付加型シリコーン
系粘着材塗布液（いずれも東レ・ダウコーニング社製）を用いる。
【０１０４】
  応力歪み緩和剤として、シリコーンゲル（信越化学工業製：ＫＳＧ－１５）を用いる。
【０１０５】
  上記架橋硬化型屈折率整合剤１００重量部に、上記応力歪み緩和剤５重量部を配合して
混合した。この混合で得られた応力歪み緩和剤添加架橋硬化型屈折率整合剤を単独で架橋
硬化させて屈折率整合体サンプルを得た。
【０１０６】
  この屈折率整合体サンプルについて、分光光度計にて１３００～１６００ｎｍの波長領
域における光透過率を測定したところ、９２～９４％であった。また、アッベ屈折率計で
屈折率を測定したところ、常温（２３±２℃）にて１．４６５±０．００５の範囲内であ
った。破断伸びは、１５０～３００％であった。ガラス粘着力は、２００～８００ｇ／１
０ｍｍであった。
【０１０７】
  上記の応力歪み緩和剤添加架橋硬化型屈折率整合剤を用いて図１の光コネクタ１を作製
した。作製方法は実施例＃１と同様とし、光コネクタ１を１０個作製した。実施例＃１と
同様に、光コネクタ１と外部ファイバ４を接続し、同様の試験・測定を行って、結果を表
１の実施例＃４の欄に記入した。
【０１０８】
（比較例＃１）
  非架橋型屈折率整合剤として、ＯＣ－４３１Ａ－ＬＶＰ（Ｎｙｅ  Ｌｕｂｒｉｃａｎｔ
ｓ．Ｉｎｃ製、屈折率１．４６）を用いた。
【０１０９】
  上記の非架橋型屈折率整合剤を用いて図１と同様の光コネクタを作製した。
【０１１０】
  図４と同様に光ファイバ心線（日立電線株式会社製、商品名：ＢＢＧ－ＳＭ－ＷＦ、心
線外径約２５０μｍ、光ファイバ径１２５±１μｍ）の被覆層を長さ２００ｍｍ除去し、
被覆層が除去されて剥き出しとなった光ファイバの表面をアルコール洗浄した後、該光フ
ァイバをファイバカッターにて軸に直角（角度誤差１°以下）に切断して、内蔵ファイバ
の後端面となる端面を形成した。
【０１１１】
  上記光ファイバ心線から光ファイバを切断して、光コネクタのフェルールに挿入し、内
蔵ファイバとした。フェルールの前端で光ファイバを切断し、フェルールと共に前端面を
研磨した。
【０１１２】
  光ファイバの後端面に非架橋型屈折率整合剤を充填して付けた。このような、光コネク
タを１０個作製した。実施例＃１～＃４と同様に、光コネクタと外部ファイバを接続し、
同様の試験・測定を行って、結果を表１の比較例＃１の欄に記入した。
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【０１１３】
（比較例＃２）
  架橋硬化型屈折率整合剤として、ｎ－ブチルアクリレート／メチルアクリレート／アク
リル酸／２－ヒドロキシエチルメタクリレート共重合体（配合比＝８２／１５／２．７／
０．３（重量部））からなるアクリル系樹脂の５０％酢酸エチル溶液を用いる。
【０１１４】
  上記架橋硬化型屈折率整合剤１００重量部に、架橋剤（日本ポリウレタン工業株式会社
製、商品名：コロネート）１．０重量部を配合して混合した。この混合で得られたアクリ
ル系粘着材塗布液（応力歪み緩和剤無添加架橋硬化型屈折率整合剤）を単独で架橋硬化さ
せて屈折率整合体サンプルを得た。実施例＃１～＃４と大きく異なる点は、応力歪み緩和
剤が添加されないことである。
【０１１５】
  この屈折率整合体サンプルについて、分光光度計にて１３００～１６００ｎｍの波長領
域における光透過率を測定したところ、９３～９５％であった。また、アッベ屈折率計で
屈折率を測定したところ、常温（２３±２℃）にて１．４６５±０．００５の範囲内であ
った。破断伸びは、２００～３００％であった。ガラス粘着力は、５００～１０００ｇ／
１０ｍｍであった。
【０１１６】
  上記の応力歪み緩和剤無添加架橋硬化型屈折率整合剤を用いて図１と同様の光コネクタ
を作製した。作製方法は実施例＃１と同様とし、光コネクタを１０個作製した。実施例＃
１～＃４と同様に、光コネクタと外部ファイバを接続し、同様の試験・測定を行って、結
果を表１の比較例＃２の欄に記入した。
【０１１７】
（比較例＃３）
  架橋硬化型屈折率整合剤として、ｎ－ブチルアクリレート／メチルアクリレート／アク
リル酸／２－ヒドロキシエチルメタクリレート共重合体（配合比＝８２／１５／２．７／
０．３（重量部））からなるアクリル系樹脂の５０％酢酸エチル溶液を用いる。
【０１１８】
  応力歪み緩和剤として、シリコーン系オイル（ＴＳＫ５３５３：東芝シリコーン製）を
用いる。
【０１１９】
  上記架橋硬化型屈折率整合剤１００重量部に、上記応力歪み緩和剤０．５重量部と架橋
剤（日本ポリウレタン工業株式会社製、商品名：コロネート）１．０重量部を配合して混
合した。この混合で得られたアクリル系粘着材塗布液（応力歪み緩和剤添加架橋硬化型屈
折率整合剤）を単独で架橋硬化させて屈折率整合体サンプルを得た。実施例＃１～＃４と
大きく異なる点は、応力歪み緩和剤が０．５重量部と少ないことである。
【０１２０】
  この屈折率整合体サンプルについて、分光光度計にて１３００～１６００ｎｍの波長領
域における光透過率を測定したところ、９３～９５％であった。また、アッベ屈折率計で
屈折率を測定したところ、常温（２３±２℃）にて１．４６５±０．００５の範囲内であ
った。破断伸びは、２００～３００％であった。ガラス粘着力は、５００～１０００ｇ／
１０ｍｍであった。
【０１２１】
  上記の応力歪み緩和剤添加架橋硬化型屈折率整合剤を用いて図１と同様の光コネクタを
作製した。作製方法は実施例＃１と同様とし、光コネクタを１０個作製した。実施例＃１
～＃４と同様に、光コネクタと外部ファイバを接続し、同様の試験・測定を行って、結果
を表１の比較例＃３の欄に記入した。
【０１２２】
（比較例＃４）
  架橋硬化型屈折率整合剤として、ｎ－ブチルアクリレート／メチルアクリレート／アク
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リル酸／２－ヒドロキシエチルメタクリレート共重合体（配合比＝８２／１５／２．７／
０．３（重量部））からなるアクリル系樹脂の５０％酢酸エチル溶液を用いる。
【０１２３】
  応力歪み緩和剤として、シリコーン系オイル（ＴＳＫ５３５３：東芝シリコーン製）を
用いる。
【０１２４】
  上記架橋硬化型屈折率整合剤１００重量部に、上記応力歪み緩和剤３５重量部と架橋剤
（日本ポリウレタン工業株式会社製、商品名：コロネート）１．０重量部を配合して混合
した。この混合で得られたアクリル系粘着材塗布液（応力歪み緩和剤添加架橋硬化型屈折
率整合剤）を単独で架橋硬化させて屈折率整合体サンプルを得た。実施例＃１～＃４と大
きく異なる点は、応力歪み緩和剤が３５重量部と多いことである。
【０１２５】
  この屈折率整合体サンプルについて、分光光度計にて１３００～１６００ｎｍの波長領
域における光透過率を測定したところ、９３～９５％であった。また、アッベ屈折率計で
屈折率を測定したところ、常温（２３±２℃）にて１．４６５±０．００５の範囲内であ
った。破断伸びは、１００～２００％であった。ガラス粘着力は、２０～１００ｇ／１０
ｍｍであった。
【０１２６】
  上記の応力歪み緩和剤添加架橋硬化型屈折率整合剤を用いて図１と同様の光コネクタを
作製した。作製方法は実施例＃１と同様とし、光コネクタを１０個作製した。実施例＃１
～＃４と同様に、光コネクタと外部ファイバを接続し、同様の試験・測定を行って、結果
を表１の比較例＃４の欄に記入した。
【０１２７】
  表１の試験結果を説明する。非架橋型屈折率整合剤を用いた比較例＃１では、常温で２
４時間放置するだけ（試験（２））で損失増加量が１ｄＢ以上、各種温湿度試験（試験（
４）～（７））においても損失増加量が１ｄＢ以上であるのに対し、架橋型屈折率整合剤
を用いた実施例＃１～＃４及び比較例＃２～＃４では、これらの試験で損失増加量が０．
３ｄＢより小さく、多様な温湿度環境において優れた光伝送特性を維持できることが分か
る。
【０１２８】
  比較例＃２，＃３は応力歪み緩和剤の添加量が少ないため、接続後の反射減衰量が安定
するまでの期間（試験（３））が長い。応力歪み緩和剤の添加量が適切な実施例＃１～＃
４では、接続後の反射減衰量が安定するまでの期間が遥かに短く、安定性に優れているこ
とが分かる。一方、応力歪み緩和剤の添加量が過剰な比較例＃４では、繰り返し接続時に
屈折率整合体の脱落（試験（８））が確認された。
【０１２９】
  また、試験後に、実施例＃１～＃４及び比較例＃１～＃４の光コネクタを解体し、外部
ファイバであるホーリーファイバの空孔部を観察した。比較例＃１では、非架橋型屈折率
整合剤が数ｍｍから数十ｍｍ浸入しているのが確認された。架橋型屈折率整合剤を用いた
実施例＃１～＃４及び比較例＃２～＃３では、最大でも、塗布装着した厚さ分の浸入が確
認されたのみである。比較例＃４では、応力歪み緩和剤に用いたシリコーン系オイルが数
百μｍ浸入しているのが確認された。
【図面の簡単な説明】
【０１３０】
【図１】本発明の一実施形態を示す光コネクタの側断面図である。
【図２】図１の光コネクタの外部ファイバ接続時の側断面図である。
【図３】図１の光コネクタのＡ－Ａ断面図である。（ａ）はくさび非挿入時、（ｂ）はく
さび挿入時を示す。
【図４】内蔵ファイバを製造する際に行う光ファイバ心線の端末処理を示す側面図である
。
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【図５】図４の部分拡大図である。
【図６】（ａ）～（ｅ）は他の実施形態による内蔵ファイバの部分拡大図である。
【図７】本発明における屈折率整合体の厚さと損失増加量の相関特性図である。
【図８】連続温湿度サイクル試験のタイムチャートである。
【図９】温度サイクル試験のタイムチャートである。
【図１０】温湿度サイクル試験のタイムチャートである。
【図１１】低温試験のタイムチャートである。
【符号の説明】
【０１３１】
  １  光コネクタ
  ２  内蔵ファイバ
  ３  フェルール
  ４  外部光ファイバ
  ５  光ファイバ接続器
  ６  屈折率整合体

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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