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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】コンパクトで、入力光信号と感光受信デバイス
の間の受動的配列の利用を可能にする光受信モジュール
を提供する。
【解決手段】単一光受信器アセンブリは、受動的配列に
よりＶ字型溝１４に垂直な面に沿って形成された第１非
球面レンズと一直線に並んで配置されたＶ字型溝１４を
備えるように形成されている。光ファイバは、Ｖ字型溝
１４に沿って配置され、受信した光信号を単一アセンブ
リに導くのに使用される。第１非球面レンズを通過する
と、受信した光信号は、４５°変換ミラー壁２４で反射
し、第２非球面レンズ２６を通って下方に向い、感光デ
バイス内に導かれる。感光デバイスは、受動的配列によ
り第２非球面レンズ２６と一直線に並べて配置するのが
有利であり、これにより、それらの間に如何なる形式の
能動的配列を必要とすることなく、入力光ファイバから
感光デバイスに受信信号を結合させることが可能になる
。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　単一構造の光受信器アセンブリであって、
　入力光信号軸を規定する第１水平面であって、光ファイバを支持するための溝を有する
第１水平面と、
　拡がる入力光信号を捕らえて平行光信号に変換するように配置され、前記光受信器アセ
ンブリの垂直壁部に成形されたコリメーティングレンズであって、このコリメーティング
レンズに対して前記光ファイバが受動的に位置決めされるように前記溝が前記第１水平面
に配置されている、コリメーティングレンズと、
　前記コリメーティングレンズを越えたところに配置され、前記平行光信号を前記入力信
号軸から離れる方向の下方に方向転換させるための傾斜壁面と、
　前記方向転換された平行光信号を捕らえて、この平行光信号を、前記光受信器アセンブ
リとともに使われる感光デバイスのために焦点に向けて収束させるように配置された収束
レンズとを備えることを特徴とする単一構造の光受信器アセンブリ。
【請求項２】
　請求項１に記載の単一構造の光受信器アセンブリにおいて、
　前記光受信器アセンブリが透明物質からなることを特徴とする単一構造の光受信器アセ
ンブリ。
【請求項３】
　請求項２に記載の単一構造の光受信器アセンブリにおいて、
　前記透明物質が熱可塑性ポリイミド樹脂であることを特徴とする単一構造の光受信器ア
センブリ。
【請求項４】
　請求項２に記載の単一構造の光受信器アセンブリにおいて、
　前記コリメーティングおよび前記集束レンズが前記光受信器アセンブリ内の一体構成要
素として成形されるように、前記光受信器アセンブリが成形可能な透明物質からなること
を特徴とする単一構造の光受信器アセンブリ。
【請求項５】
　請求項１に記載の単一構造の光受信器アセンブリにおいて、
　前記溝が、Ｖ字型溝を含むことを特徴とする単一構造の光受信器アセンブリ。
【請求項６】
　請求項５に記載の単一構造の光受信器アセンブリにおいて、
　前記Ｖ字型溝が、光ファイバの裸端部を支持するための内側の浅い部分と、光ファイバ
の被覆部を支持するための外側のより深い部分とを含むことを特徴とする単一構造の光受
信器アセンブリ。
【請求項７】
　請求項１に記載の単一構造の光受信器アセンブリにおいて、
　前記傾斜壁が約４５°の角度に向けられ、平行にされた光信号を前記感光デバイスに向
けて下方に方向転換することを特徴とする単一構造の光受信器アセンブリ。
【請求項８】
　複数の別個の感光デバイスとともに使用される単一構造の光受信器アセンブリであって
、
　光ファイバを支持するための１または複数の溝を有する水平面と、
　Ｎ個のコリメーティングレンズとを備え、各レンズが別々の拡がる入力光信号を捕らえ
て、別々の拡がる入力光信号をそれぞれ平行光信号に変換するように配置され、前記Ｎ個
のコリメーティングレンズがＮ個の平行光信号を形成するとともに、前記Ｎ個のコリメー
ティングレンズが前記光受信器アセンブリの単一の垂直壁部内に成形されており、
　前記光受信器アセンブリは、さらに、
　前記Ｎ個のコリメーティングレンズを越えたところに配置され、前記Ｎ個の平行光信号
を前記入力信号軸から離れる方向の下方に方向転換させるための傾斜壁面と、
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　前記Ｎ個の方向転換された平行光信号の１個ずつを捕らえて、それら平行光信号を、前
記複数の別個の感光デバイスに関連付けられるＮ個の焦点に向けて収束させるように配置
されたＮ個の収束レンズとを備えることを特徴とする単一構造の光受信器アセンブリ。
【請求項９】
　請求項８に記載の単一構造の光受信器アセンブリにおいて、
　前記水平面は、Ｎ個のＶ字型溝を含み、各Ｖ字型溝が、前記Ｎ個のコリメーティングレ
ンズの１個ずつと受動的に位置決めされるように形成されていることを特徴とする単一構
造の光受信器アセンブリ。
【請求項１０】
　請求項８に記載の単一構造の光受信器アセンブリにおいて、
　前記水平面は、異なる波長で作動する複数の異なる信号を搬送する光ファイバを支持す
るための単一のＶ字型溝を含み、
　前記光受信器アセンブリはさらに、前記Ｖ字型溝と前記Ｎ個のコリメーティングレンズ
の間に配置され、異なる波長で作動する信号を、前記Ｎ個のコリメーティングレンズの異
なるそれぞれに向ける光学プリズムを備えることを特徴とする単一構造の光受信器アセン
ブリ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２００６年１２月２２日に出願された米国仮出願第６０／８７６，８４８号
と、２００７年２月３日に出願された米国仮出願第６０／８９９，２０８号の利益を主張
するものである。
【０００２】
　本発明は、二重レンズの単一光受信器アセンブリに関し、より具体的には、入力光ファ
イバ（またはその他の導波路構成体）と感光受信デバイスとの間の受動的配列または位置
決め（passive alignment）を提供するための単一アセンブリに関するものである。
【背景技術】
【０００３】
　ファイバーオプティクスおよびオプトエレクトロニクスを含む光学ネットワークは、特
に、ネットワークシステムの様々な構成要素間のデータの効率的で正確な高速送信を可能
にする能力により、高速通信システムの重要な側面を構成している。大部分の通信システ
ムと同様に、光学ネットワークにおける空間とパワーの有効利用がますます重要となって
きている。さらに、そのようなネットワークの設計検討においては、ネットワークに含ま
れる特定要素のモジュラリティ（modularity）を考慮しなければならない。
【０００４】
　実際に、モジュール要素は、光ファイバシステムにおいてシステムの製造コストを低減
するのに望ましいものであり、それは、システムがカスタマイズされるほど増加する。モ
ジュール要素の一例には光受信モジュールがあり、それは、光学トランシーバアセンブリ
（光送信モジュールと光受信モジュールの双方を有する）全体の一部や、波長マルチプレ
クス／デマルチプレクスをさらに含む光トランスポンダであってもよい。典型的な光受信
モジュールは、光ファイバの入力ポート／チャネル（またはその他の光伝搬構成）と、入
力光信号を検出するためのフォトダイオードと、その光信号を、他のネットワーク構成要
素に対応するデジタル電気信号に変換する検出回路とを備える。
【０００５】
　光受信器のそれら構成要素の数および配列は、これまで、受信器のサイズ、コストおよ
び複雑さを低減する能力を制限していた。例えば、入力光信号（通常は光ファイバに沿う
）と感光デバイスとの間の光学的配列は、一般的に、“能動的”配列（active alignment
）が必要であり、最大光出力が検出されるまでは、感光デバイスの配置が操作される。高
速光受信器において、感光デバイスは、一般に、（光信号を対応する電気信号により効率
良く変換するために）相対的に小さな活性領域を示す。この小さな活性領域は、能動的配
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列の実行プロセスをさらに複雑にする。
【０００６】
　このため、従来技術においては、真にコンパクトで、入力光信号と感光受信デバイスの
間の受動的配列の利用を可能にする光受信モジュールへの要求が依然としてあった。
【発明の概要】
【０００７】
　従来技術に残存する要求は、本発明によって解決される。本発明は、二重レンズの単一
光受信器アセンブリに関し、より具体的には、入力光ファイバ（またはその他の導波路構
成体）と感光受信デバイスとの間の受動的配列を提供するための透明な単一アセンブリに
関するものである。
【０００８】
　本発明によれば、単一の受信器アセンブリが、コリメーティングレンズ（Ｖ字型溝に垂
直な面に沿って形成されたレンズ）と一直線に配列されたＶ字型溝（V-groove）を備える
ように形成されている。光ファイバは、Ｖ字型溝に沿って配置されるとともに、受信した
光信号を単一アセンブリに導くのに使用される。コリメーティングレンズを通過すると、
受信した光信号は、変換ミラー壁（turning mirror wall）で屈折し、それは、この信号
を、収束レンズ（これも単一アセンブリ内に成形されている）を通って下方に向け、その
後、感光デバイス内に導く。感光デバイスは、受動的配列により集光レンズと一直線に並
べて配置するのが有利であり、これにより、それらの間に如何なる形式の能動的配列を必
要とすることなく、入力光ファイバから感光デバイスに受信信号を結合させることが可能
になる。集束レンズを利用することによって、受信信号を効率良く感光デバイス内に結合
させることができる。したがって、小さい活性領域のフォトダイオードは、（高速用途で
使用されているように）本発明の単一モジュールの使用に適している。さらに、コリメー
ティングおよび集束レンズ（およびＶ字型溝）を単一の受信モジュールに直接成形するこ
とにより、ファイバと感光デバイスとの間の受動的配列を実現することができ、これによ
りコストおよび受信器構造の複雑さを低減することができる。
【０００９】
　本発明の別の態様において、単一アセンブリは、（入力光ファイバの代わりに）入力光
導波路を含むよう形成するようにしてもよい。この場合も、導波路のコアがコリメーティ
ングレンズと一直線に並ぶように形成される。
【００１０】
　本発明の特徴は、Ｖ字型溝および変換ミラーと組み合わせて、単一アセンブリ内で成形
されたレンズを使用することにより、アレイ構造を容易に形成することができ、これによ
り、単一アセンブリの表面に沿って配置された複数の特徴部（feature）を盛り込むこと
ができる点にある。このような成形レンズのアレイは、代替的には、挿入されたプリズム
要素、および多波長信号を搬送する単一の入力ファイバと関連して使用し、デマルチプレ
クス装置を形成するようにしてもよい。
【００１１】
　従来の光受信器／送信器アセンブリにおいて、光ポート軸は、通常は支持基板表面と平
行である。このアセンブリは、一般に、２つの構成要素、すなわち、ＴＯ－ＣＡＮ型の光
ポートアセンブリ（フォトダイオードとトランスインピーダンス増幅器を含む）と、ＴＯ
－ＣＡＮを基板に接続するフレックス回路とを有する。本発明の構成は、２つの分離した
構成要素に対する必要性をなくし、特に、単一アセンブリの一部としてフォトダイオード
が基板上に直接配置されているために、フレックス回路の必要性を除去する。
【００１２】
　本発明のその他のおよび更なる態様および特徴は、以下の説明の過程で、添付図面を参
照することにより明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
　これから図面を参照するが、複数の図面において、同様の符号は同様の部分を表してい
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る。
【００１４】
【図１】図１は、本発明にしたがって形成された例示的な単一受信器モジュールの側面図
であり、特に、コリメーティングレンズ、集束レンズおよび変換ミラーの位置と配列を示
している。
【図２】図２は、図１のモジュールの等角図であり、特に、ファイバを支持するＶ字型溝
の位置を示している。
【図３】図３は、ファイバ端面、コリメーティングレンズ、変換ミラー、集束レンズおよ
びフォトダイオード間の配列を示す光線追跡図である。
【図４】図４は、２つの構成要素間の距離の関数として、入力ファイバとコリメーティン
グレンズ間の結合効率を示すグラフである。
【図５】図５は、２つの構成要素間の距離の関数として、集束レンズとフォトダイオード
間の結合効率を示すグラフである。
【図６】図６は、本発明の単一光受信器モジュールを組み込んだ例示的な光学トランシー
バシステムの等角図である。
【図７】図７は、本発明の単一光受信器モジュールの例示的なアレイ構造の等角図を含ん
でいる。
【図８】図８は、本発明にしたがって形成された例示的な波長デマルチプレクサを示して
いる。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　図１は、本発明にしたがって形成された例示的な単一光受信器モジュール１０を示して
いる。モジュール１０は、熱可塑性ポリイミド樹脂または、信号の損失がほとんど或いは
全く無くその内部を光信号が伝搬することができるその他の任意の物質等の透明物質から
なる。光ファイバ１２は、受信した光信号を搬送するもので、モジュール１０の表面１６
に形成されたＶ字型溝１４内に配置されている。
【００１６】
　コリメーティングレンズ１８は、光ファイバ１２のコア領域と一直線に並ぶように、垂
直壁２０に沿って成形されている。コリメーティングレンズ１８は、ファイバ１２の端面
２２から出射した光信号を捕捉して、平行波面を形成する機能を有し、平行波面は、その
後モジュール１０の透明物質を介して伝播する。図１に示すように、伝播信号は、モジュ
ール１０の傾斜壁２４で屈折することとなる。この壁２４は、光軸（ＯＡ）に対して予め
定められた角度θで傾斜している。好ましい実施形態において、角度θは４５°とするこ
とができるが、その他の値を使用する（それに応じて、様々な他の要素の特性を変更する
）ようにしてもよい。反射した信号は、平行のまま維持されることとなり、この場合は、
すぐに下方に向かい、モジュール１０の水平壁２８に沿って成形された集束レンズ２６に
入射する。感光デバイス３０（ＰＩＮフォトダイオードのような）は、集束レンズ２６の
下に配置され、その結果、レンズ２６に入射した光信号は直接、デバイス３０の感光領域
内に集束することとなる。上述したように、レンズ２６を使用して光をデバイス３０内に
集束させることにより、高速で小さい活性領域のフォトダイオードを使用することができ
る。
【００１７】
　図２のモジュール１０の等角図は（この図面では、レンズ１８，２６を確認することは
できないが）、Ｖ字型溝１４の位置と構造を明確に示している。この特定の実施形態にお
いて、Ｖ字型溝１４は、裸ファイバ（すなわち、外側の被覆が取り除かれたファイバ）の
端部を支持するための内側のより浅いＶ字型溝１４－１と、外側のより深いＶ字型溝１４
－２とを含むものとして示されている。外側の部分１４－２は、まだ外側被覆層で覆われ
ている入力光ファイバを支持するために使用される。明らかに、ファイバのコア領域が光
軸ＯＡおよび第１非球面レンズ１８の中心と一直線に並ぶ限りにおいては、Ｖ字型溝の構
成の細部は設計的事項である。
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【００１８】
　図３は、本発明に係る成形単一受信器モジュールの寸法を決定するときに検討すべき関
心事項の様々な因子を示す光線追跡図である。それら因子は、（１）ファイバの軸と、（
２）ファイバ端面とコリメーティングレンズとの距離間隔と、（３）感光デバイスの軸と
、（４）２軸（ファイバおよび感光デバイス）の交点における変換壁の位置と、（５）感
光デバイスと集束レンズとの距離間隔とを含むものとして示されている。もちろん、レン
ズの曲率は、レンズとそれに関連する光学デバイスとの距離間隔を決定するときに含まれ
る因子となるであろう。本発明においては、成形構造を使用してモジュール１０を形成す
ることにより、意図した使用に合わせて各レンズの曲率を特別に調整することができ、こ
れにより、ファイバおよび／または光検出器の種類が変わったときに、曲率を変更するこ
とができる、という利点を有する。
【００１９】
　実際に、本発明の構成においては、レンズ（およびファイバ／導波路）を受信器構造に
直接成形できることにより、受動的に整列された受信器を形成することができ、これによ
り、ファイバ、レンズおよび受信デバイス間の能動的配列プロセスの必要性を除去するこ
とができる、という特有の利点を有する。したがって、受信器全体は、能動的配列が必要
な従来の受信器よりも、より安価でより効率的に製造することができる。今日の精密成形
性能により、レンズおよびＶ字型溝（導波路）を形成して、通常の光受信器に関する条件
を満たす許容範囲内で良好に自動的に整列させることができる、ということが分かってい
る。図４は、この利点のグラフ例であり、ファイバ端面とコリメーティングレンズとの距
離間隔に関する条件を満たす許容範囲を示している。図示のように、±１００μｍオーダ
ーの許容範囲では、多重モードファイバと単一モードファイバの双方を含む様々な異なる
種類の入力ファイバに対して、認容できる結合効率（１００％の結合効率からの減少とし
て示している）がまだ得られている。図５は、この特性を例示する別のグラフであり、こ
の場合には、集束レンズと感光デバイスの活性領域との距離間隔に関する条件を満たす許
容範囲を示している。図示のように、活性領域と集束レンズ間の±３０μｍオーダーの距
離の許容範囲では、十分な結合効率（この場合も、１００％の結合効率からの減少として
示している）をまだ与えている。
【００２０】
　上述したように、本発明の単一光受信器モジュールの顕著な利点は、より大きな光学ト
ランシーバ構成に簡単に組み込めることである。図６は、かような光学トランシーバシス
テムの一例を示しており、ここでは、光受信器モジュール１０が、光送信器３０および関
連する光および電気構成要素４０，５０とそれぞれ関連して使用されている。
【００２１】
　実際に、透明な成形できる材料を利用して本発明の光受信器モジュールを形成すること
により、アレイ構造を形成することができ、この場合も、様々な構成要素間の能動的配列
を与える必要性を除去することができる、ということが分かっている。図７は、例示的な
単一光受信器アレイモジュール１００を示すもので、ここでは、５つの別々の入力信号の
セットを支持するために使用されている。各Ｖ字型溝１４－１，１４－２，・・・，１４
－５が、それに対応するコリメーティングレンズ１８－１，１８－２，・・・，１８－５
とそれぞれ一直線に配列されるように、上記と同じように形成されている。単一の傾斜面
２４は、各信号を自己の集束レンズ（図示省略）に入射させるための方向転換を提供する
。
【００２２】
　複数の別個の入力ファイバを利用する代わりに、本発明の単一受信器アレイモジュール
は、多波長で信号を搬送する単一入力ファイバとプリズムを利用して、異なる波長の各信
号を異なるコリメーティングレンズ内に向けるようにしてもよい。図８は、この実施形態
を、波長デマルチプレクス光受信器モジュール２００の形式で示している。モジュール２
００は、入力ファイバ（図示省略）を支持する単一のＶ字型溝１４を含み、ファイバが異
なる波長で作動する複数の異なる信号を搬送するものとして示している。プリズム要素２
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１０は、Ｖ字型溝１４と、複数の別々のコリメーティングレンズ１８－１，１８－２，・
・・，１８－５を支持する垂直壁２０との間の凹部（trough）２２０に沿って配置されて
いる。この特定の実施形態において、プリズム２１０は、様々な受信波長を分離して、各
波長をレンズ１８の１つずつに向けるように構成されている。これは、図８において、レ
ンズ１８－１の方向に向けられた第１波長信号λ１、レンズ１８－２の方向に向けられた
第２信号λ２などによって示されている。
【００２３】
　好ましい実施形態に関連して本発明の原理をこれまで述べてきたが、その説明は実施例
によってのみなされたものであって、本発明の範囲の限定としてなされたものではないこ
とを理解すべきである。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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【図８】
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