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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】一の光ファイバを介して送信／受信する光モジ
ュールにおいて、複数の信号を分割するためのＷＤＭフ
ィルタを、光ファイバ等の光軸に対する向きをずらすこ
となく搭載可能とする光モジュールを提供する。
【解決手段】光モジュールは、光送信ユニットと、光受
信ユニット２と、ＷＤＭフィルタ８が搭載されたフィル
タホルダ６と、光送信ユニット、光受信ユニット２及び
フィルタホルダ６が固定されるハウジング５と、を備え
、ハウジング５とフィルタホルダ６に設けられた斜面５
ｆ，６ｉにより、光軸に対するＷＤＭフィルタ８の向き
のズレを抑制する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに波長の異なる複数の信号光を一の光ファイバを介して送信及び／または受信する
光モジュールであって、
　第１の波長に係る第１の信号光を送信または受信する第１の光ユニットと、
　第２の波長に係る第２の信号光を送信または受信する第２の光ユニットと、
　前記第１の信号光と前記第２の信号光とを分別する分割フィルタと、
　該分割フィルタを保持するフィルタホルダと、
　該フィルタホルダを収容し、前記第１の光ユニット及び前記第２の光ユニットが固定さ
れるハウジングと、を備え、
　前記ハウジング及び前記フィルタホルダは、前記一の光ファイバの光軸に対する前記分
割フィルタの向きのズレを抑制する抑制機構を有する、光モジュール。
【請求項２】
　前記ハウジングは、前記フィルタホルダが挿入される挿入穴を有し、
　前記第１の光ユニットの光軸が、前記一の光ファイバの光軸と一致し、前記第２の光ユ
ニットの光軸が、前記第１の光ユニットの光軸と直交し、前記挿入穴の軸が、前記第２の
光ユニットの光軸と平行であり且つ前記第１の光ユニットの光軸と直交し、
　前記ハウジングは、少なくとも１つの斜面を有し、該斜面は、前記第１の光ユニットの
光軸に直交すると共に前記第２の光ユニットの光軸に直交する方向に延在し、且つ、第２
の光ユニットへ向いており、
　前記フィルタホルダは、前記ハウジングの前記少なくとも１つの斜面に密接する少なく
とも１つの斜面を有し、
　前記抑制機構は、前記ハウジングの前記少なくとも１つの斜面と前記フィルタホルダの
前記少なくとも１つの斜面とにより前記分割フィルタの向きのズレを抑制する、請求項１
に記載の光モジュール。
【請求項３】
　前記フィルタホルダは、基部と、該基部の外形より小さい段差部とを含むフランジと、
該フランジから前記第２の光ユニットの光軸に沿って延び出す柱と、を有し、
　前記基部、前記段差部及び前記柱は互いに同心であり、
　前記柱の先端に前記分割フィルタを搭載し、
　前記段差部に前記フィルタホルダ側の前記少なくとも１つの斜面を有する、請求項２に
記載の光モジュール。
【請求項４】
　前記ハウジングは、前記斜面を２つ有し、さらに、前記第２の光ユニットの光軸に直交
する平坦面を有し、該平坦面から前記挿入穴が穿たれており、
　前記ハウジング側の２つの前記斜面は、前記第１の光ユニットの光軸に沿った前記挿入
穴の２つの縁部に設けられている、請求項３に記載の光モジュール。
【請求項５】
　前記ハウジングは、当該ハウジング側の前記二つの斜面の外側に段差面を有し、
　該段差面と前記フィルタホルダの前記基部との間に隙間を有する、請求項４に記載の光
モジュール。
【請求項６】
　前記フィルタホルダは、前記基部において前記ハウジングと溶接されている、請求項３
～５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、光モジュールに関し、特に、互いに波長の異なる複数の信号光を一の光ファ
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イバを介して送信及び／または受信する光通信用の光モジュールに関する。
【背景技術】
【０００２】
　光通信用の光モジュールとして、１本の光ファイバで上りと下りの信号光を送受信する
一芯双方向光モジュール（例えば、特許文献１）が知られている。
【０００３】
　特許文献１の一芯双方向光モジュールは、光送信ユニットと、光受信ユニットと、ファ
イバ保持部材と、これらが取り付けられたハウジングと、を備え、さらに、光送信ユニッ
トの信号光と光受信ユニットの信号光とを分割する分割フィルタを備える。この光モジュ
ールのハウジングには、分割フィルタを保持するフィルタホルダが収容されている。上記
フィルタホルダには、ファイバ保持部材のファイバ光軸並びに光送信ユニット及び光受信
ユニットの光軸に対して略４５°の角度をもったフィルタ搭載面が設けられており、該搭
載面に分割フィルタが裁置されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－２０２１５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、特許文献１の光モジュールには、ハウジングに対するフィルタホルダの回転方
向を決定する機構が設けられておらず、フィルタホルダは自由に回転可能である。フィル
タホルダが回転した場合、フィルタ搭載面上に搭載されている分割フィルタと、各光軸と
の角度が設計値からずれてしまう。そうすると、分割フィルタの分割特性に大きな影響が
出てくるだけでなく、光ファイバと各光ユニットとの光結合効率が悪化してしまう。
【０００６】
　本発明は、上述のごとき実情に鑑みてなされたもので、互いに波長の異なる複数の信号
光を一の光ファイバを介して送信及び／または受信する光モジュールであって、複数の信
号を分割するための分割フィルタを、光ファイバ等の光軸に対する角度／向きをずらすこ
となく搭載することができるモジュールを提供することをその目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係わる光モジュールは、互いに波長の異なる複数の信号光を一の光ファイバを
介して送信及び／または受信するものであって、第１の波長に係る第１の信号光を送信ま
たは受信する第１の光ユニットと、第２の波長に係る第２の信号光を送信または受信する
第２の光ユニットと、第１の信号光と第２の信号光とを分別する分割フィルタと、該分割
フィルタを保持するフィルタホルダと、該フィルタホルダを収容し、第１の光ユニット及
び第２の光ユニットが固定されるハウジングと、を備え、ハウジング及びフィルタホルダ
は、上記一の光ファイバの光軸に対する分割フィルタの向きのズレを抑制する抑制機構を
有する。
【０００８】
　ハウジングが、フィルタホルダが挿入される挿入穴を有し、第１の光ユニットの光軸が
、上記一の光ファイバの光軸と一致し、第２の光ユニットの光軸が、第１の光ユニットの
光軸と直交し、挿入穴の軸が、第２の光ユニットの光軸と平行であり且つ第１の光ユニッ
トの光軸と直交し、ハウジングは、少なくとも１つの斜面を有し、該斜面は、第１の光ユ
ニットの光軸に直交すると共に第２の光ユニットの光軸に直交する方向に延在し、且つ、
第２の光ユニットへ向いており、フィルタホルダは、ハウジングの上記少なくとも１つの
斜面に密接する少なくとも１つの斜面を有し、抑制機構は、ハウジングの上記少なくとも
１つの斜面とフィルタホルダの上記少なくとも１つの斜面とにより分割フィルタの向きの
ズレを抑制する、形態が好ましい。
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【０００９】
　この際、フィルタホルダが、基部と、該基部の外形より小さい段差部とを含むフランジ
と、該フランジから第２の光ユニットの光軸に沿って延び出す柱と、を有し、基部、段差
部及び柱は互いに同心であり、柱の先端に分割フィルタを搭載し、段差部にフィルタホル
ダ側の上記少なくとも１つの斜面を有するとよい。この場合、ハウジングが、上記斜面を
２つ有し、さらに、第２の光ユニットの光軸に直交する平坦面を有し、該平坦面から上記
挿入穴が穿たれており、ハウジング側の２つの上記斜面は、第１の光ユニットの光軸に沿
った挿入穴の２つの縁部に設けられているとよい。さらに、この場合、ハウジングが、当
該ハウジング側の上記二つの斜面の外側に段差面を有し、該段差面とフィルタホルダの基
部との間に隙間を有するとよい。
　なお、フィルタホルダは、基部においてハウジングと溶接することができる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、互いに波長の異なる複数の信号光を一の光ファイバを介して送信及び
／または受信する光モジュールにおいて、複数の信号を分割するための分割フィルタを、
光ファイバ等の光軸に対する向きをずらすことなく搭載することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明に係る光モジュールの一例を示す斜視図である。
【図２】図１の光モジュールの要部断面図である。
【図３】図１の光モジュールの一部の分解断面図である。
【図４】ハウジングの斜視図である。
【図５】分割フィルタが取り付けられたフィルタホルダの斜視図である。
【図６】ハウジング内に挿入されたフィルタホルダを示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、図面を参照しながら、本発明の光モジュールに係る好適な実施の形態について説
明する。なお、本発明はこれらの例示に限定されるものではなく、特許請求の範囲によっ
て示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内ですべての変更が含まれることを意
図する。また、以下の説明において、異なる図面においても同じ符号を付した構成は同様
のものであるとして、その説明を省略する場合がある。
【００１３】
　図１及び図２は、本発明に係る光モジュールの一例を示す図である。図１は、光モジュ
ールの斜視図、図２は、送信用光通信ユニットの図示を省略した状態での図１の光モジュ
ールの要部断面図である。
　図１の光モジュール１は、１本の光ファイバで光信号を送受信する一芯双方向光モジュ
ールであり、受信用信号光（以下、Ｒｘ光）を受信する光受信ユニット２、送信用信号光
（Ｔｘ光）を送信する光送信ユニット３、光ファイバケーブルに付属する光コネクタが装
着される光結合ユニット４を備える。また、光モジュール１は、これらユニット２～４が
取り付けられるハウジング５と、後述のＷＤＭ（Wavelength Division Multiplexing）フ
ィルタが搭載されるフィルタホルダ６とを備える。光モジュール１では、フィルタホルダ
６を介して光受信ユニット２はハウジング５に取り付けられている。
【００１４】
　光受信ユニット２は、本発明の「第２の光ユニット」に相当し、Ｒｘ光を受光するため
にＰＤ（Photodiode）等を搭載する。光送信ユニット３は、本発明の「第１の光ユニット
」に相当し、Ｔｘ光を出力するためにＬＤ（Laser Diode）等を搭載する。
　光送信ユニット３は、光結合ユニットに装着される光ファイバの光軸の延長線上に位置
し、光受信ユニット２は、上記光軸と９０°をなす軸の延長線上に位置する。
　図の例では、光送信ユニット３は、箱型の筐体から成る所謂バタフライパッケージを有
するものであるが、光受信ユニット２と同様に円筒状の同軸型パッケージを有するもので
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あってもよい。
【００１５】
　光結合ユニット４は、図２に示すように、光コネクタのフェルールを受納するスリーブ
４ａと、スリーブ４ａの根元側すなわちハウジング５側にその先端半分が挿入されるスタ
ブ４ｂと、スタブ４ｂの根元側を保持するブッシュ４ｃ、これらスリーブ４ａ、スタブ４
ｂ、ブッシュ４ｃを覆うカバー４ｄを含む。
　スタブ４ｂは、その中心に結合ファイバ４ｅを保持しており、スタブ４ｂの先端と光コ
ネクタのフェルールの先端とがスリーブ４ａ内にて当接することで物理接触（ＰＣ：Phys
ical Contact）を実現し、結合ファイバ４ｅと光コネクタの光ファイバ（以下、外部光フ
ァイバ）とが光結合する。結合ファイバ４ｅのハウジング５側の端部に対して光受信ユニ
ット２、光送信ユニット３それぞれを光結合させることで、両ユニット２，３と外部ファ
イバとの光結合が実現する。
【００１６】
　光結合ユニット４とハウジング５とは、第１のジョイントスリーブ（以下、第１Ｊスリ
ーブという）７ｂを介して固定される。具体的には、ハウジング５の光結合ユニット４側
の端面上に、第１集光レンズ７ｃを保持する第１レンズホルダ７ａが固定され、この第１
レンズホルダ７ａを覆うように第１Ｊスリーブ７ｂが固定される。すなわち、第１Ｊスリ
ーブ７ｂの内孔に第１レンズホルダ７ａが挿入され、この挿入深さにより、第１レンズホ
ルダ７ａに保持されている第１集光レンズ７ｃと結合ファイバ４ｅとの光結合についてそ
のＺ方向の調心（光軸と平行方向）を行う。ＸＹ方向の調心（光軸と直交する平面内での
調心）については、第１Ｊスリーブ７ｂの光結合ユニット４側の端面上にて光結合ユニッ
ト４をスライドさせることで行う。
【００１７】
　ＸＹ方向の調心は、結合ファイバ４ｅを介して外部光ファイバに与えられる光強度が最
大となる位置を探索し、当該位置において第１Ｊスリーブ７ｂと光結合ユニット４とを固
定する。一方、Ｚ方向の調心においては、結合ファイバ４ｅを介して外部光ファイバに与
えられる光強度が所定値となるようにレンズホルダ７ａの挿入深さが調整される。最大結
合効率を与えるＺ軸調心では、規定により定められている最大出力強度（対レーザの安全
性の観点も含めて設定されている）を上回る場合があるからである。
【００１８】
　光受信ユニット２及び光送信ユニット３の調心については後述する。
【００１９】
　以上の光モジュール１では、光送信ユニット３が出射するＴｘ光は、後述のＷＤＭフィ
ルタ８と第１集光レンズ７ｃを透過し結合ファイバ４ｅに光結合され、結合ファイバ４ｅ
から出射されたＲｘ光は第１集光レンズ７ｃを透過した後にＷＤＭフィルタ８により反射
され光受信ユニット２に受光される。
【００２０】
　図３は、図１の光モジュール１の一部の分解断面図である。図４は、ハウジング５の斜
視図である。図５は、ＷＤＭフィルタ８が取り付けられたフィルタホルダ６の斜視図であ
り、図５（Ａ）はフィルタ側から見た様子を示し、図５（Ｂ）はその反対側から見た様子
を示す。
　図３及び図４のハウジング５は、金属製であり、円筒状の外形を有し、結合ファイバ４
ｅ（図２参照）の光軸に沿ってハウジング５を貫通する第１送信用光学孔（以下第１Ｔｘ
孔）５ａと、該第１Ｔｘ孔５ａに垂直な有底穴５ｂとを有する。第１Ｔｘ孔５ａの光送信
ユニット３（図１参照）側の端部にはアイソレータ５ｃが埋め込まれている。光送信ユニ
ット３は、ハウジング５の光送信ユニット３側の端部に設けられたフランジ５ｄに隅肉溶
接により固定される。
【００２１】
　ハウジング５の特徴は、フィルタホルダ６が挿入される有底穴５ｂがハウジング５の外
側面に形成された平坦面５ｅから穿たれており、この平坦面５ｅに対して斜面５ｆを介し
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て段差面５ｇが形成されていることにある。
　斜面５ｆは、結合ファイバ４ｅの光軸すなわち送信ユニット３の光軸に沿って、互いに
対向する位置、言い換えると、有底穴５ｂを挟み込む２箇所に形成され、段差面５ｇはそ
れぞれの斜面５ｆの外側に形成されている。後述するように、フィルタホルダ６にも斜面
６ｉが形成されており、ハウジング５の斜面５ｆとフィルタホルダ６の斜面６ｉとの擦り
合わせにより、フィルタホルダ６の回転を抑制することができる。
【００２２】
　図３、図５（Ａ）及び図５（Ｂ）のフィルタホルダ６は、金属製であり、一端が切り欠
かれ他端にフランジ６ａが設けられた円筒形に形成されている。このフィルタホルダ６の
フランジ６ａは、基部６ｂと、該基部６ｂより小径の段差部６ｃとを有し、段差部６ｃの
中央に柱６ｄを有する。また、基部６ｂ、段差部６ｃ及び柱６ｄは互いに同心であり、柱
６ｄの先端には基部６ｂの主面に対して４５°の角度を有する傾斜面６ｅが設けられ、該
傾斜面６ｅにＷＤＭフィルタ８が貼りつけられる。ＷＤＭフィルタ８は本発明の「分割フ
ィルタ」の一例である。
【００２３】
　フランジ６ａの基部６ｂから柱６ｄの中央に連通するように受光用光学孔（以下、Ｒｘ
孔）６ｆが穿たれており、また、柱６ｄの高さ方向についての中ほどに第２送信用光学孔
（以下、第２Ｔｘ孔）６ｇが穿たれている。Ｒｘ孔６ｆと第２Ｔｘ孔６ｇとはＷＤＭフィ
ルタ８の表面上でほぼ直角に交差する。さらに、フィルタホルダ６は、段差部６ｃにおけ
る第２Ｔｘ孔６ｇの中心軸上の位置に、すなわち、光送信ユニット３及び光結合ユニット
４の光軸上の位置に、斜面６ｉを２つ有する。
【００２４】
　図３を参照すると、Ｒｘ孔６ｆには段差が形成されており、当該段差に受信用フィルタ
６ｈが装着される。この受信用フィルタ６ｈは、光送信ユニット３からの光を遮断する。
本例の光モジュール１は、Ｔｘ光の波長λTxとＲｘ光の波長λRxとがλTx＜λRxの関係を
有するシステムに使用されることを前提としている。したがって、光送信ユニット３はＲ
ｘ光に影響されない、すなわち、光送信ユニット３に実装されるＬＤはＲｘ光に対しては
透明となる。しかし、光受信ユニット２はＴｘ光の影響を受ける。具体的には、光受信ユ
ニット２に装着されるＰＤはＴｘ光の影響を受ける。特に、光送信ユニット３で生成され
た信号光がＷＤＭフィルタ８を透過して一旦モジュール外に出力され、モジュール外の遠
点でフレネル反射を受け再度モジュール内に帰還した場合、ＷＤＭフィルタ８でその一部
が反射されて光受信ユニット２に至る場合がある。このような光は、光受信ユニット２に
とっては全て雑音となってしまう。ゆえに、光受信ユニット２の入力端に光受信ユニット
２に関連する波長成分の光のみを透過しその他を反射する受信用フィルタ６ｈを設ける方
がよい。
【００２５】
　図６は、ハウジング５内に挿入されたフィルタホルダ６を示す断面図である。図の右側
の面に光結合ユニット４が、左側の面に光送信ユニット３が、上側の面に光受信ユニット
２がそれぞれ溶接される。フィルタホルダ６の柱６ｄは、ハウジング５の有底穴５ｂに挿
入されている。ハウジング５の第１Ｔｘ孔５ａの中心軸は、フィルタホルダ６の第２Ｔｘ
孔６ｇの中心軸と一致し、またフィルタホルダ６のＲｘ孔６ｆの中心軸とはハウジング５
のほぼ中央で交差する。
【００２６】
　柱６ｄの先端と有底穴５ｂの底との間には隙間があり、また、フィルタホルダ６の基部
６ｂとハウジング５の段差面５ｇとの間にも隙間あり、更に、図では見づらいが、ハウジ
ング５の有底穴５ｂの内周面とフィルタホルダ６の柱６ｄの外面との間にも隙間がそれぞ
れ生じている。しかし、フィルタホルダ６の２箇所の斜面６ｉと、ハウジング５の平坦面
に設けられた２箇所の斜面５ｆとはそれぞれ密に接触している。
【００２７】
　これら斜面６ｉ，５ｆは、光受信ユニット２の光軸に直交すると共に光送信ユニット３
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の光軸に直交する方向に延在する斜面である。したがって、両斜面６ｉ，５ｆが密接して
いるということは、フィルタホルダ６はこれら両方の軸方向への移動が妨げられ、斜面６
ｉ，５ｆに平行な方向（斜面６ｉ，５ｆの延在方向）にのみ移動可能である。
【００２８】
　さらに、両斜面６ｉ，５ｆにより、フィルタホルダ６に求められるもっとも重要な要素
である、Ｒｘ孔６ｆの中心軸を中心にした回転運動が完全に規制／抑制される。言い換え
ると、結合ファイバ４ｅに対するＷＤＭフィルタ８の向きのズレが抑制される。このため
、光結合ユニット４から光受信ユニット２に向かう受信光は光受信ユニット２に適切に導
かれ、また、光送信ユニット３から光結合ユニット４に向かう送信光も適切に設計範囲内
で光結合ユニット４に導くことができる。少なくとも光受信ユニット２をハウジング５（
本例ではフィルタホルダ６）の光受信ユニット取付面上でスライドさせ、光結合効率の最
大値を与える位置を探索するアクティブ調心を行える範囲に受信光を導入することができ
る。
【００２９】
　ここで、フィルタホルダ６の回転抑制の機能のみを考えると、本発明の擦り合わせ斜面
を用いた機構以外のものも想定され得る。例えば、フィルタホルダ、ハウジングの一方に
断面三角形のリブ、他方にこのリブを受けるＶ溝を形成してもよい。あるいは、一方にピ
ン、他方にこのピンを受ける孔、という機構も想定される。しかし、これらの嵌め合わせ
による機構では、嵌め合わせのための寸法尤度が必要である。尤度をゼロとすると嵌め合
わせに支障を来す。
【００３０】
　一方で、この尤度は結局ＷＤＭフィルタ８の設置位置のガタ（ズレ）に直結する。設計
仕様の波長分別機能をＷＤＭフィルタ８に要求する場合、ＷＤＭフィルタ８の搭載角度に
許容されるのは設計基準値から±０．５°が限界である。この値を超えてＷＤＭフィルタ
８が固定された場合、ＷＤＭフィルタ８に対する射角がずれ、Ｒｘ光、Ｔｘ光の波長分別
機能が低下してしまう。
　例えばＴｘ光の波長が１．３μｍ帯でＲｘ光の波長が１．５５μｍ帯の場合には、両者
に大きな差を設定することができるので、ＷＤＭフィルタ８の波長分別機能にはさほど精
密差が要求されることはない。しかし、Ｔｘ光の波長が１．４８μｍ帯の場合には、Ｒｘ
光の波長との差を大きく設定することができない。ＷＤＭフィルタ８の波長分別機能すな
わちＷＤＭフィルタ８の搭載角度に高い精度が要求される。
　また、ＷＤＭフィルタ８の角度がずれると、受信用フィルタ６ｈに対する光の入射角も
ずれ、受信用フィルタ６ｈの光透過特性に影響を与えてしまう。
【００３１】
　ＷＤＭフィルタ８は一般に光学多層膜を母材表面に形成して作製される。多層膜の層数
を多くすると急峻な波長遮断特性が得られる。しかし、多層にするほど透過率は低下する
。また、急峻な特性の場合にはその透過帯域の中心波長精度に極めて高い度合いが要求さ
れる。
　光モジュール１の擦り合わせ斜面構造は、一意にＷＤＭフィルタ８の角度が設定される
ので、上述の急峻な特性を備えるＷＤＭフィルタ８に対しても適用可能である。
【００３２】
　以上の例では光送信ユニットと光受信ユニットを組み合わせた形態であったが、光受信
ユニットに代えて別の光送信ユニットを備えることも可能である。この場合、２つの送信
ユニットの送信信号光の波長間隔はさらに小さい場合が一般的であり、光学多層膜をもっ
てしては十分な波長分別機能を実現することができない。一般に、両者の送信信号光を、
一方をｐ波、他方をｓ波として偏光分離することが行われるが、偏光分離により波長分別
を行う場合には、さらに高い精度のフィルタ角の設定が必要となる。
【００３３】
　また、以上の例では、ハウジング及びフィルタホルダにはそれぞれ、光受信ユニットへ
向いた平面から成る斜面が２つ設けられていたが、１つであってもよい。
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【００３４】
　なお、上述の光モジュール１の調芯手順は以下の通りである。
【００３５】
（手順１）
　光送信ユニット３をハウジング５に対してその設計位置に固定する。この固定は、フラ
ンジ５ｄを隅肉溶接することで行われる。この固定の際、調芯は行わない。
【００３６】
（手順２）
　光送信ユニット３を実際に発光させ、その出射光を光結合ユニット４に導入しつつ、光
結合ユニット４（及び第１Ｊスリーブ７ｂ）のアクティブ調芯を行い、最適位置で光結合
ユニット４の端部を溶接固定する。
【００３７】
（手順３）
　光結合ユニット４を介して光を導入しつつ、光受信ユニット２をハウジング５に対して
調芯する。図３を参照すると、光受信ユニット２もレンズ９ｃを収納した第２レンズホル
ダ９ｂ及び第２Ｊスリーブ９ａを介して固定されており、光結合ユニット４と同様にハウ
ジング５に対して３軸調芯が可能である。つまり、ＸＹ調芯を第２レンズホルダ９ｂとフ
ィルタホルダ６の間で行い、Ｚ調芯を第２Ｊスリーブ９ａと第２レンズホルダ９ｂとの間
で行う。なお、光受信ユニット２のステム２ａとカバー２ｂとは予め組み立てられており
、上記調芯工程ではカバー２ｂと第２Ｊスリーブ９ａは予め溶接されている。これに代え
て、カバー２ｂと第２Ｊスリーブ９ａを仮固定しておき、Ｚ調芯を行った後に、カバー２
ｂと第２Ｊスリーブ９ａとを溶接してもよい。
【符号の説明】
【００３８】
１…光モジュール、２…光受信ユニット、２ａ…ステム、２ｂ…カバー、３…光送信ユニ
ット、４…光結合ユニット、４ａ…スリーブ、４ｂ…スタブ、４ｃ…ブッシュ、４ｄ…カ
バー、４ｅ…結合ファイバ、５…ハウジング、５ａ…第１送信用光学孔（第１Ｔｘ孔）、
５ｂ…有底穴、５ｃ…アイソレータ、５ｄ…フランジ、５ｅ…平坦面、５ｆ…斜面、５ｇ
…段差面、６…フィルタホルダ、６ａ…フランジ、６ｂ…基部、６ｃ…段差部、６ｄ…柱
、６ｅ…傾斜面、６ｆ…受信用光学孔（Ｒｘ孔）、６ｇ…第２送信用光学孔（第２Ｔｘ孔
）、６ｈ…受信用フィルタ、６ｉ…斜面、７ａ…第１レンズホルダ、７ｂ…第１Ｊスリー
ブ、７ｃ…集光レンズ、８…ＷＤＭフィルタ、９ａ…第２Ｊスリーブ、９ｂ…第２レンズ
ホルダ、９ｃ…レンズ。
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