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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　信号光を受信または送信する光素子を有する光ユニットと、該光ユニットが固定される
ハウジングと、を備える光モジュールであって
　前記光ユニットは、該光ユニットに設けた固定面でのみ前記ハウジングに固定され、前
記固定面は、前記光素子の受光面または発光面と平行かつ同一平面上にある、光モジュー
ル。
【請求項２】
　前記ハウジングは、前記光ユニットに対向するレンズを保持するレンズホルダと、該レ
ンズホルダと前記光ユニットとを連結するジョイントスリーブとを有し、前記固定面は前
記ジョイントスリーブを固定する面である、請求項１に記載の光モジュール。
【請求項３】
　前記光ユニットは、前記信号光を透過する平板窓を有する、請求項２に記載の光モジュ
ール。
【請求項４】
　前記レンズホルダと前記ジョイントスリーブとは貫通溶接され、前記ジョイントスリー
ブと前記光ユニットとは隅肉溶接されている、請求項２または３に記載の光モジュール。
【請求項５】
　前記光ユニットとは異なる波長の信号光を受信または送信する光素子を搭載する別の光
ユニットをさらに備える、請求項１～４のいずれか１に記載の光モジュール。
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【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
イバを介して送信及び／または受信する光通信すなわち光波長多重通信や一心双方向通信
等に用いられる光モジュールに関する。
【背景技術】
【０００２】
　光通信装置の分野では、敷設された光ファイバを有効利用するために光ファイバを通過
する光信号が他の波長の光信号と干渉しないことを利用し、光波長多重通信や一心双方向
通信を行っている。これらの光通信等のために、現在１０Ｇｂｐｓやそれ以上の速度で動
作する光モジュールが普及している。高速受信を行うためには、受信用ＰＤ（フォトダイ
オード）、ＡＰＤ（アバランシェ・フォトダイオード）などの受光素子の寄生容量を減ら
す必要がある。受光素子の受光部はＰＩＮ構造になっており寄生容量を持つ。そのために
、受光部の面積をφ３０μｍやφ２０μｍといったように小さくし寄生容量の低減化が図
られる。
【０００３】
　受光素子を有する光受信ユニットの組立は、受光部の面積が狭くされるにつれ、高精度
の調芯と高精度の固定が必要である。固定は、ＹＡＧ溶接や樹脂固定で行われるが、樹脂
固定は樹脂の硬化収縮があるため硬化前後で調芯ずれを招き、またＹＡＧ溶接は溶接時に
ずれを生ずる。高精度の調芯はジョイントスリーブ（Ｊスリーブ）を用いて３軸の調芯を
行う必要がある。
【０００４】
　図７は、従来の光モジュール（例えば特許文献１）を説明するための図であり、図７（
Ａ）は光モジュールが有する光受信ユニットの溶接固定前の様子を、図７（Ｂ）は同溶接
固定後の様子をそれぞれ示す。図７（Ａ）の光モジュール１００は、光受信ユニット１０
１と、不図示の光送信ユニット、光ファイバ結合ユニット等を有する一心双方向通信用の
モジュールである。光モジュール１００は、さらに、レンズ１０４ａを保持するレンズホ
ルダ１０４を有し、該レンズホルダ１０４に光受信ユニット１０１や光送信ユニット、光
結合ユニット等が取り付けられている。
【０００５】
　光モジュール１００では、保持リング１０２に保持された光受信ユニット１０１をＪス
リーブ１０３の内面に摺動させて光軸方向すなわち光軸Ｐの方向の調芯を行い、その後に
保持リング１０２とＪスリーブ１０３とを貫通溶接している。さらに、光モジュール１０
０では、Ｊスリーブ１０３の下面を、レンズホルダ１０４の実装面１０４ｂ上で摺動させ
て、光軸Ｐに垂直面内の調芯を行った後、ＹＡＧレーザを用いた隅肉溶接によってＪスリ
ーブ１０３の下部をレンズホルダ１０４と固定する。このようにして光モジュール１００
では高精度の調芯を行っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００６－３５１６０８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、光モジュール１００では、光受信ユニット１０１が、より具体的には受光素子
１０１ａの受光面１０１ｂが、調芯後かつ隅肉溶接前において、光軸Ｐに対して垂直であ
ったにも関わらず、隅肉溶接後には、図７（Ｂ）に示すように光軸Ｐに対して非垂直な状
態になることがある。また、寸法誤差によっては、溶接前において図７（Ｂ）のように非
垂直な状態であったのが溶接後において図７（Ａ）のように垂直となる場合もある。



(3) JP 6494094 B2 2019.4.3

10

20

30

40

50

【０００８】
　上述のように、溶接前後で光軸に対する受光素子の受光面の搭載角度が変化すると、光
モジュール１００のような構成では、受光素子の受光面の位置が隅肉溶接前後で大きく変
化してしまう。光モジュール１００の構成では、受光素子１０１ａに代えて発光素子を用
いた場合も同様の問題は発生しうる。
【０００９】
　本発明は、上述のごとき実情に鑑みてなされたもので、受光素子または発光素子を有す
る光ユニットと該光ユニットが固定されるハウジングとを備える光モジュールであって、
受光素子または発光素子の位置の変化が光ユニットの固定前後で小さいモジュールを提供
することをその目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の光モジュールは、信号光を受信または送信する光素子を有する光ユニットと、
該光ユニットが固定されるハウジングと、を備えるものであって、光ユニットは、該光ユ
ニットに設けた固定面でのみハウジングに固定され、固定面は、光素子の受光面または発
光面と平行かつ同一平面上にある。
【００１１】
　ハウジングが、光ユニットに対向するレンズを保持するレンズホルダと、該レンズホル
ダと光ユニットとを連結するジョイントスリーブとを有し、上記固定面はジョイントスリ
ーブを固定する面である場合に好適に用いられる。
【００１２】
　光ユニットが、信号光を透過する平板窓を有する構成であってもよい。レンズホルダと
ジョイントスリーブとは貫通溶接され、ジョイントスリーブと光ユニットとは隅肉溶接さ
れる構成も可能である。光モジュールは、光ユニットとは異なる波長の信号光を受信また
は送信する光素子を搭載する別の光ユニットをさらに備えていてもよい。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の光モジュールによれば、光ユニットの固定前後での受光素子または発光素子の
位置ズレを小さくすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【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】光受信ユニット、第２レンズホルダ、第２Ｊスリーブを相互に溶接した状態の断
面図である。
【図５】固定前後の光受信ユニットの様子を示す断面図である。
【図６】本発明の効果を説明する図である。
【図７】従来の光モジュールを説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　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。
【００１６】
　図１乃至図３は、本発明に係る光モジュールの一例を説明するための図である。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を省略した状態での図１に示した光
モジュールの要部断面図、図３は図１の光モジュールの一部の分解断面図である。図１の
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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を備える。
【００１７】
　光受信ユニット２は、Ｒｘ光を受光するためにＰＤ（Photodiode）２ａ（後述の図４参
照）等を搭載し、上記光コネクタの光ファイバの光軸と９０°をなす軸の延長線上に位置
する。光送信ユニット３は、Ｔｘ光を出力するためにＬＤ（Laser Diode）等を搭載し、
上記光コネクタの光ファイバの光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あってもよい。
【００１８】
　光結合ユニット４は、図２に示すように、第１レンズホルダ６ａと第１Ｊスリーブ６ｂ
を介して調芯されてハウジング５に対して固定される。調芯方法及び光結合ユニット４の
詳細は後述する。第１レンズホルダ６ａは第１集光レンズ６ｃを保持するものであり、第
１Ｊスリーブ６ｂは、第１レンズホルダ６ａを覆い、第１レンズホルダ６ａと光結合ユニ
ット４を連結する。
【００１９】
　ハウジング５は、図３に示すように、円筒状のハウジング本体７と、ＷＤＭ（Waveleng
th Division Multiplexing）フィルタ８ａを保持するフィルタホルダ８と、第２集光レン
ズ９ａを保持する第２レンズホルダ９と、第２レンズホルダ９と光受信ユニット２とを連
結する第２Ｊスリーブ１０とを有する。これら第２レンズホルダ９と第２Ｊスリーブ１０
を介してハウジング本体７と光受信ユニット２とは調芯されて固定される。第２集光レン
ズ９ａは非球面レンズが好ましい。球レンズでは収差がありＰＤ２ａの受光径が２０μｍ
などと小さい場合にその受光径の大きさまでＲｘ光を絞れないためである。
【００２０】
　以上の光モジュール１では、光送信ユニット３からのＴｘ光は、ＷＤＭフィルタ８ａと
第１集光レンズ６ｃを透過し後述の結合ファイバ４ｅに光結合され、一方、結合ファイバ
４ｅから出射されたＲｘ光は第１集光レンズ６ｃを透過した後にＷＤＭフィルタ８ａで反
射され第２集光レンズ９ａにより集光され光受信ユニット２に受光される。この光モジュ
ール１では、光受信ユニット２の固定の際に角度ズレが生じるので以下の構造を採用して
いる。
【００２１】
　図４は、光受信ユニット２、第２レンズホルダ９、第２Ｊスリーブ１０を相互に溶接し
た状態の断面図である。図５は、固定前後の光受信ユニット２の様子を示す断面図であり
、図５（Ａ）は固定前の様子を示し、図５（Ｂ）は固定後の様子を示す。
【００２２】
　光受信ユニット２は、図４に示すように、Ｒｘ光を受光するＰＤ２ａの他に、リードピ
ン２ｂが設けられたステム２ｃを有し、ＰＤ２ａはサブマウント２ｄを介してステム２ｃ
上に実装されている。リードピン２ｂはＰＤ２ａからの電気信号の取り出し等に用いられ
る。ステム２ｃの実装面はキャップ２ｅにより覆われ、該キャップ２ｅ及びステム２ｃに
より光受信ユニット２は気密封止されている。
【００２３】
　サブマウント２ｄは例えば窒化アルミニウム（ＡｌＮ）製である。キャップ２ｅは抵抗
溶接によりステム２ｃに固定されている。キャップ２ｅにはＲｘ光を透過する平板窓２ｆ
が設けられている。
【００２４】
　第２Ｊスリーブ１０は、筒状に形成されており、その内孔１０ａの一方端から第２レン
ズホルダ９を収納し、他方端から光受信ユニット２を収納する。第２Ｊスリーブ１０と第
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２レンズホルダ９とは貫通溶接により固定される。第２Ｊスリーブ１０と光受信ユニット
２との固定は、第２Ｊスリーブ１０の光受信ユニット２側の端面１０ｂと光受信ユニット
２のキャップ２ｅのフランジ２ｇとを隅肉溶接することにより行われる。
【００２５】
　光受信ユニット２のＺ方向の調芯（光軸と平行方向の調芯）は第２レンズホルダ９を第
２Ｊスリーブ１０の内孔１０ａ内で摺動させることにより行う。光受信ユニット２のＸＹ
方向の調芯（光軸と直交する平面内での調芯）は、フランジ２ｇの端面２ｈと第２Ｊスリ
ーブ１０の端面１０ｂとを接触させた状態で、光受信ユニット２を第２Ｊスリーブ１０上
で摺動させることにより行う。これが可能となるように第２Ｊスリーブ１０の内面と光受
信ユニット２のキャップ２ｅとの間に隙間が設けられている。
【００２６】
　光受信ユニット２では、第２Ｊスリーブ１０に対する固定面であるフランジ２ｇの端面
２ｈがＰＤ２ａの受光面２ｉと同一平面上にある。したがって、図５（Ａ）及び図５（Ｂ
）に示すように、第２Ｊスリーブ１０と光受信ユニット２との隅肉溶接前後で、光受信ユ
ニット２すなわちＰＤ２ａの光軸Ｐに対する搭載角度が変化しても、ＰＤ２ａの受光面２
ｉの位置ズレが非常に少ない。そのため、高速通信用に接合容量を減らすべく受光面２ｉ
を小さくしても確実に調芯することができる。
【００２７】
　図６は、本発明の効果を説明する図である。
　摺動面であるフランジ２ｇの端面２ｈからＰＤ２ａの受光面２ｉまでの距離をＬ、溶接
前後での上記端面２ｈの光軸方向の位置ズレをｄ、フランジ２ｇの外径をＤとする。溶接
時のＰＤ２ａの搭載角度のズレθ及びＰＤ２ａの位置ズレ（ｄｘ、ｄｙ）は、以下の式で
表わされる。
【００２８】
θ＝ｔａｎ－１（ｄ／Ｄ）
ｄｘ＝Ｄ／２＊（１－ｃｏｓθ）＋Ｌ＊ｓｉｎθ
ｄｙ＝Ｄ／２＊ｓｉｎθ＋Ｌ＊（１－ｃｏｓθ）
【００２９】
　ｄ＜＜Ｄであるので、ｓｉｎθ～θ、ｃｏｓθ～１である。したがって、（ｄｘ、ｄｙ
）＝（Ｌ＊θ、Ｄ／２＊θ）となる。
【００３０】
　上述の光モジュール１においては、フランジ２ｇの端面２ｈがＰＤ２ａの受光面２ｉと
同一平面上にあり、上記距離Ｌが０であるため、隅肉溶接前後でのＰＤ２ａの受光面２ｉ
の位置ズレが非常に少なくなる。
【００３１】
　なお、ステム２ｃの外径＜キャップ２ｅのフランジ２ｇの外径＜第２Ｊスリーブ１０の
端面１０ｂの外径の関係であることが好ましい。これはフランジ２ｇと上記端面１０ｂと
の溶接の際にレーザ溶接を用いており、上述の関係であれば、ステム２ｃ、キャップ２ｅ
がレーザ光を遮らないからである。
【００３２】
　キャップ２ｅのフランジ２ｇの厚さは０．３ｍｍ以上が好ましい。通常、フランジの厚
さは０．２ｍｍであり、このように薄いとステムーキャップ間の抵抗溶接の際に変形し、
フランジの端面とＰＤの受光面との間の距離が変化してしまうからである。さらに、キャ
ップ２ｅのフランジ２ｇの幅は調芯代と隅肉溶接のため０．５ｍｍ以上が好ましい。
【００３３】
　図２及び図３に戻り、光結合ユニット４およびハウジング５について説明する。光結合
ユニット４は、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４ｂ、ブッシュ４ｃを覆うカバ
ー４ｄを含む。
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【００３４】
　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がスリーブ４ａ内にて当接することで物理接触（ＰＣ：Physic
al 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）とがフレネル反射を生ずる界面を形成することなく光結合する。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。また、スタブ４
ｂの後述の第１Ｊスリーブ６ｂ側の端面は、結合ファイバ４ｅの先端も含め、その光軸に
対して所定の角度に加工されている。光送信ユニット３が出射した光が当該端面で反射さ
れ、再度光送信ユニット３に戻るのを防ぐためである。
【００３５】
　光結合ユニット４とハウジング５とは、第１Ｊスリーブ６ｂと第１レンズホルダ６ａを
介して固定される。第１Ｊスリーブ６ｂは、第１レンズホルダ６ａを覆う。第１レンズホ
ルダ６ａは第１集光レンズ６ｃを保持しており、第１集光レンズ６ｃは、光送信ユニット
３の出射光を、スタブ４ｂに保持された結合ファイバ４ｅの端面に集光する。第１レンズ
ホルダ６ａはハウジング５に隅肉溶接される。この場合、外部光ファイバから出力される
Ｒｘ光が光受信ユニット２に到達し、そこで反射されて受光経路と全く同様の経路を通っ
て再び外部光ファイバ中を伝搬する効果（ＯＲＬ：Optical Return Loss）が懸念される
場合がある。そのような場合には、第２レンズホルダ９ａの中心軸と、ＷＤＭフィルタ８
ａで反射した受信光の中心軸をオフセットさせることで、上記ＯＲＬ効果を低減すること
ができる。
【００３６】
　第１Ｊスリーブ６ｂと第１レンズホルダ６ａとは、両者が重なる部分を貫通溶接するこ
とで固定される。両者の重なり度によりＺ方向の調芯を実施する。この場合、第１集光レ
ンズ６ｃの焦点に結合ファイバ４ｅの端面が位置するとは限らない。焦点に位置させた場
合、光送信ユニット３が出射するＴｘ光について、結合ファイバ４ｅに最大効率で結合し
、外部光ファイバに入射するＴｘ光の強度が仕様値を超える場面も想定される。仕様値範
囲内に出力光強度を設定するために、第１Ｊスリーブ６ｂと第１レンズホルダ６ａとの重
なり度を調整し、結合ファイバ４ｅの端面位置を第１集光レンズ６ｃの焦点位置からオフ
セットすることが行われる（デフォーカスチューニングともいう）。
【００３７】
　なお、ＸＹ方向の調芯は、第１Ｊスリーブ６ｂ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。ＸＹ方向の調芯後、第１Ｊスリーブ６ｂと光
結合ユニット４とは隅肉溶接される。
【００３８】
　光送信ユニット３は、ハウジング５の光結合ユニット４とは反対側に固定される。光結
合ユニット４の光軸と光送信ユニット３の光軸とは、第１レンズホルダ６ａの上述のオフ
セット装着が無い場合には概ね一致する（一直線上にある）。光送信ユニット３にはその
出射側には不図示のコリメートレンズが装着されており、光送信ユニット３から出射され
たＴｘ光はほぼコリメート光になる（完全な点光源ではないので準コリメート光である）
。
【００３９】
　光モジュール１においてコリメート光学系を採用するのは、ハウジング５に搭載されて
いるＷＤＭフィルタ８ａの波長分別特性を維持するためである。波長分別特性は、ＷＤＭ
フィルタ８ａへの入射角度に依存する。Ｔｘ光とＲｘ光の波長が近接している場合、ＷＤ
Ｍフィルタ８ａへの両光の入射角度は概ね±０．５°以内としなければならない。
【００４０】
　光モジュール１では、ＷＤＭフィルタ８ａはフィルタホルダ８に搭載され、フィルタホ
ルダ８はハウジング本体７の一側面から挿入され該本体７に装着される。ＷＤＭフィルタ
８ａの光送信ユニット３、光受信ユニット２、光結合ユニット４それぞれの光軸に対する
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角度を精密に規定するために、ハウジング本体７とフィルタホルダ８との相対的な角度を
以下のようにして規定している。すなわち、ハウジング本体７に形成された斜面７ｂとフ
ィルタホルダ８に形成された斜面８ｂとを利用して上記相対的な角度を規定している。こ
の構造では、斜面７ｂと斜面８ｂとの間には隙間は不要であり、隙間が必要となる嵌め合
わせによる従前の方法に比べ、ＷＤＭフィルタ８ａの搭載角度を精密に規定することがで
きる。
【００４１】
　フィルタホルダ８の一端面に光受信ユニット２は固定される。光モジュール１では、上
述のように、フィルタホルダ８とハウジング本体７との間でＷＤＭフィルタ８ａの角度を
精密に決定する機構を採用している。そして、光受信ユニット２はフィルタホルダ８の一
端面に固定されるので、ＷＤＭフィルタ８ａの角度が入力光の光軸（光結合ユニット４の
光軸）に対して４５°の角度が正確に規定されれば、ＷＤＭフィルタ８ａで反射された入
力光は法線角度で（光受信ユニット２の光軸に平行に）、光受信ユニット２内のＰＤ２ａ
に入射する。
【００４２】
　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。
【００４３】
（手順１）
　フィルタホルダ８をハウジング本体７にセットし両者を固定する。フィルタホルダ８の
ハウジング本体７に対する回転角度を一意に決定するために、フィルタホルダ８とハウジ
ング本体７とに斜面８ｂ、７ｂが形成されている。フィルタホルダ８の斜面８ｂをハウジ
ング本体７の斜面７ｂに落とし込むことで、フィルタホルダ８の回転角度が一意に決定さ
れる。その状態でフィルタホルダ８とハウジング本体７とを溶接固定する。
【００４４】
（手順２）
　ハウジング本体７へ光送信ユニット３を固定する。具体的には、光送信ユニット３をハ
ウジング本体７の一端面（光結合ユニット４が取り付けられる面とは反対の面）に隅肉溶
接で固定する。固定箇所は設計標準位置である。すなわち調芯は行わない。
【００４５】
（手順３）
　第１レンズホルダ６ａ及び第１Ｊスリーブ６ｂを介して光結合ユニット４をハウジング
本体７に固定する。具体的には、まず、ハウジング本体７の光送信ユニット３とは反対側
の面における所定位置に第１レンズホルダ６ａを搭載する。そして、第１レンズホルダ６
ａと連動するモニタファイバ（不図示）を結合ファイバ４ｅに相当する位置にセットし、
光送信ユニット３に搭載されたＬＤが出射するＴｘ光を第１レンズ６ｃによりモニタファ
イバを介して検知する。検知強度が最大となる位置で第１レンズホルダ６ａをハウジング
本体７に隅肉溶接により固定する。
【００４６】
　次いで、磁力により第１Ｊスリーブ６ｂを第１レンズホルダ６ａに対して仮固定してお
き、第１Ｊスリーブ６ｂ端面上にて光結合ユニット４をスライドさせて最高光結合位置を
見出し、当該位置で第１Ｊスリーブ６ｂと光結合ユニット４を隅肉溶接で固定する。そし
て、第１Ｊスリーブ６ｂと第１レンズホルダ６ａの重なり代を調整する。この時、結合フ
ァイバ４ｅの端面への集光度が最大になる位置ではなく、結合ファイバ４ｅにＰＣ接触し
て外部に牽き出される外部ファイバからの出力光強度が所定値となる位置で、両者の重な
り度を調整する。第１集光レンズ６ｃの焦点が結合ファイバ４ｅの終端に一致した場合に
は、外部に取り出される光強度が所定値を超えるときがある。このとき、レーザ光に対す
る安全基準を上回る出力になり得る。ゆえに、敢えて焦点を端面上ではなくオフセットさ
せ、この安全基準を満足するようにしている。所定値の得られる両者の重なり度で第１Ｊ
スリーブ６ｂと第１レンズホルダ６ａとを貫通溶接する。その後、上記貫通溶接を終了し
た光結合ユニット４を、第１Ｊスリーブ６ｂの端面上でスライドさせて光結合ユニット４
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と第１集光レンズ６ｃとの間の最大光結合効率を与える位置を見出す。当該位置で光結合
ユニット４を第１Ｊスリーブ６ｂに隅肉溶接する。
【００４７】
（手順４）
　第２レンズホルダ９をフィルタホルダ８の端面に隅肉溶接により固定する。この時、調
芯は行わず、フィルタホルダ８の所定の位置に第２レンズホルダ９を溶接する。
【００４８】
（手順５）
　光受信ユニット２と第２Ｊスリーブ１０とを一体化し、第２レンズホルダ９と第２Ｊス
リーブ１０との重ね代を調整する。外部光ファイバを介して試験光を光受信ユニット２に
照射し、光受信ユニット２のＰＤ２ａでその強度を観測しつつ、両者の重なり代を調整す
ることでＺ調芯を行う。フィルタホルダ８の回転角度が一意に決定されていることから、
光受信ユニット２のＸＹ調芯を行わずとも、光受信ユニット２内のＰＤ２ａには試験光が
入射する（少なくともＺ調芯を可能にする程度の強度の光をＰＤ２ａは観測することがで
きる）。観測される試験光の光強度が最大となる位置において、第２Ｊスリーブ１０と第
２レンズホルダ９とを貫通溶接する。
【００４９】
（手順６）
　次いで、光受信ユニット２と第２Ｊスリーブ１０との間のＸＹ調芯を実施する。光受信
ユニット２の第２Ｊスリーブ１０への挿入部分は、第２Ｊスリーブ１０の内孔１０ａの内
径より小さく設計されている。すなわち、光受信ユニット２の上記挿入部分と第２Ｊスリ
ーブ１０の内壁との間には隙間が生じている。この隙間の大きさの範囲内で光受信ユニッ
ト２を第２Ｊスリーブ１０に対してスライドさせ、観測される試験光の光強度が最大とな
る位置を探索する。そして、上記最大となる位置において、光受信ユニット２と第２Ｊス
リーブ１０とを隅肉溶接により固定する。
【００５０】
　以上により、光モジュール１が完成する。
【００５１】
　手順６の調芯の際、光受信ユニット２は第２Ｊスリーブ１０に対して回転させない。光
受信ユニット２のステム２ｃにはリードピン２ｂが固定されている。リードピン２ｂは光
モジュール１が搭載される回路基板に固定されるところ、第２Ｊスリーブ１０すなわちス
テム２ｃが回転した場合には、リードピン２ｂの上記回路基板に対する位置が変動してし
まい好ましくない。
【００５２】
　一般的に光受信ユニットでは、キャップに平板の窓材ではなくレンズを有するものもあ
る。その場合、傾いた入射光の光軸に対しては、ステムを（キャップに装着されているレ
ンズの）光軸に対して回転させることで、ステム上のＰＤを光軸に整合させることが行わ
れる。しかし、本光モジュール１では、上述のようにステム２ｃの回転が制限されている
ため、傾いた光軸に対しては、第１Ｊスリーブ１０の内壁と光受信ユニット２のキャップ
２ｅとの間の隙間を広く設定することによりＸＹ調芯範囲を広くして対応する。
【００５３】
　この場合、第１Ｊスリーブ１０と光受信ユニット２との隅肉溶接に伴い、光受信ユニッ
ト２が第１Ｊスリーブ１０に対して溶接後に傾きを生ずることがある。隅肉溶接は隅部を
一旦局所的に溶かした後に固化させる方法であるので、融解－固化の間に第２Ｊスリーブ
１０あるいは光受信ユニット２のフランジ２ｇの外周形状が不均一になる場合がある。こ
の場合、第２Ｊスリーブ１０の端面１０ｂに対して調芯した光受信ユニット２が、第２Ｊ
スリーブ１０に対して傾斜して取り付けられる可能性が増す。この場合であっても、光モ
ジュール１ではＰＤ２ａの受光面２ｉとフランジ２ｇの端面２ｈとが一致されているので
、光受信ユニット２に入射した光がＰＤ２ａを外すことがない。
【００５４】
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　信号速度が１０Ｇｂｐｓを超えるような極めて高速な動作領域では、ＰＤの高速応答を
担保するために、その受光面を、受光効率を大きく低下させない程度に小さく（狭く）す
る必要がある。その場合、光受信ユニットの回転が規制されている条件下では、ＸＹ調芯
代を大きくする必要がある。本光モジュールでは、ＸＹ調芯代を大きく設定することによ
り生ずる溶接時の傾斜に対しては、溶接面をＰＤ受光面の延長に採ることにより、微傾斜
が生じたとしてもＰＤ受光面に適切に入力光が光結合する系とした。
【符号の説明】
【００５５】
１…光モジュール、２…光受信ユニット、２ａ…ＰＤ、２ｂ…リードピン、２ｃ…ステム
、２ｅ…キャップ、２ｆ…平板窓部材、２ｇ…フランジ、２ｈ…端面、２ｉ…受光面、３
…光送信
ユニット、４…光結合ユニット、４ｅ…結合ファイバ、５…ハウジング、６ａ…第１レン
ズホルダ、６ｂ…第１Ｊスリーブ、６ｃ…第１集光レンズ、７…ハウジング本体、７ｂ…
斜面、８…フィルタホルダ、８ａ…ＷＤＭフィルタ、８ｂ…斜面、９…第２レンズホルダ
、９ａ…第２集光レンズ、１０…第２Ｊスリーブ。

【図１】 【図２】
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