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Abstract
We analyzed optimum structures of 90-degree optical path change for opto-electronic printed wiring boards (OE-PWBs) by
using a ray tracing method. We obtained following results to get high coupling efficiencies. A combination of an optical
connection rod and an optical waveguide with a 42-degree mirror can give the highest efficiency in a case of transmission. On the
other hand, a combination of an optical funnel and an optical waveguide with a 50-degree mirror is effective for the reception. It
is also a key for achievement of the high coupling efficiency to choose a light emitting device with a smaller divergence angle.
Keywords: Optical waveguide, Optical pin, Optical funnel, Optical path, OE-PWB

1．はじめに

2． 光線追跡法による解析

「いつでも，どこでも，何でも，誰でも」がコンピュ

光電気混載基板において 90 度光路変換を行う場合，一

ーターネットワークにつながり，様々なサービスが提供

般的に 45 度ミラーが用いられる．しかしながら，発光素

され，人々の生活をより豊かにするユビキタス社会実現

子から照射された光線はある拡がり角を有しており，そ

に向けたネットワークの大型化や車載 LAN システムの

のため金属蒸着がなされていないミラー部では全ての光

多様化に伴い，ＩＴ機器やその周辺機器における信号処

線が 90 度光路変換できず，一部の光線においてはミラー

理の大容量化および伝送速度の高速化が進んでいる．し

を透過してしまう．

かしながら既存の電気配線によるボード間やチップ間に
射などの問題のほかに，軽量化や省スペース化対策への

送信（発光面：φ30μm）
受信（受光面：φ50μm）

300μm
100μm

おけるインタコネクションでは，信号の劣化，遅延，輻
課題が顕著になってきている．これら課題を解決するた

送信
受信

め，ボード間やチップ間に光インタコネクションを導入
する検討が行なわれている．これらのアプリケーション
を実現するためには，高効率で安価な光接続方法の開発
が求められており，その 1 つに電気配線層と光配線層を

Y
Z

X

ミラー部

貼り合わせた光電気混載基板が提案されている．
我々は今までに光電気混載基板の 90 度光路変換構造
として，光硬化性樹脂を用い VCSEL 等の発光素子の発
光部へ任意の断面形状をした柱状の自己形成光接続ロッ

θ

送信（受光面：□50μm）
受信（発光面：φ30μm)
光ロッド(φ50μmコア)，
漏斗型ロッド（上辺φ50μm）

(a) 光接続ロッド/漏斗型ロッドを用いた場合

ド[1-2]や光接続ロッドの端面に 45°ミラーをもつ自己
形成光ピン[3]を形成したデバイスを用いた接続法を提
案してきた．更に受光側に注目し，光導波路からの光を
漏らすことなく PD などの受光素子へ伝搬させるため漏
斗型をした漏斗型ロッドを形成したデバイスの提案も行
ってきた[4]．
本稿では，これら光素子と光導波路間の 90 度光路変換

ミラー部

について光線追跡法を用いた解析を行ない，その結果に
ついて報告する．

はんだボール
接着層(35μm)
銅箔(35μm)
基材(200μm)
クラッド(20μm)
コア(□50μm)
クラッド(20μm)
光ピン(φ50μmコア)
1mm

θ
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(b) 光ピンを用いた場合
Fig. 1 解析モデル
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そこで本稿では，光電気混載基板における 90 度光路変

つと比べ極端に悪い値となった．これは，発光素子と光

換の最適構造を OptiCAD Corporation の解析ソフトであ

導波路間に光を閉じ込めるものがなく，発光素子から照

る OptiCAD を用いて検討した．なお，OptiCAD の解析手

射した光は拡散し，多くの光が光導波路のミラー部に集

法は光線追跡法である．Fig. 1 に今回行った解析のモデ

光されないためである．光接続ロッド，漏斗型ロッドお

ルを示す．Fig. 1(a)は光接続ロッドもしくは漏斗型ロッド

よび光ピンでの比較では光接続ロッドを用いた場合で，

を用いた場合の基板構成，Fig. 1(b)は光ピンを用いた場

送信時での取り出し効率が一番良い結果となった．その

合の基板構成である．解析における光路については，発

際 の ミ ラー 角 θに つ いては 45°よ り小 さい 角 度で ある

光素子から光導波路へ光が伝搬すると想定した場合を送

42°で取り出し効率がピークになることを確認した．ま

信，光導波路から受光素子へ光が伝搬することを想定し

た，光源の拡がり角についての比較では，漏斗型を用い

た場合を受信とした．また，Fig. 2 に本解析で用いた漏

た場合以外では 14°のものが取り出し効率が良く，多く

斗型ロッドを示す．なお，本解析では漏斗型ロッドのテ

の場合において拡がり角の小さい光源を選ぶことで効率

ーパ角を 4°としたが，これはテーパ角を 1～10°まで振

の改善がはかられることも確認した．なお，ここでの損

って検討し得られた最良の値である．あわせて光接続ロ

失の内訳は，ミラー部での透過光および光導波路での漏

ッド／光ピンを用いない場合（空隙）においても検討を

れ光である．また，本解析条件において漏斗型を用いた

行なった．光源としては出射径φ30μm，強度分布にガウ

場合，拡がり角が小さいものの方が漏斗型ロッドの側面

シアン分布をもち，拡がり角は商用 VCSEL の仕様をも

での反射が少なく，光源から照射された光線のうち、ミ

とに 14 度，22 度，30 度とした（Fig. 3）．その他解析条

光源の拡がり角[deg]

件として屈折率を Table 1 に示す．なお，本稿では純粋に

14

路の屈折率は光源の拡がり角が 30 度の場合でも漏れな

取り出し効率[dB]

い，すなわち臨界角内におさまるよう設定した．
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Fig. 3 解析上の光源
Table 1 屈折率
部品名

屈折率

光接続ロッド，漏斗型ロッド，光ピン

1.552

光導波路

-2

コア

1.552

クラッド

1.5

取り出し効率[deg]

拡がり角

Optical power [rel.]

光線

0

-12

1

30

0

-10

Fig. 2 漏斗型ロッド
発光面（φ30μm）

22

取り出し効率[dB]

90 度光路変換構造の違いによる比較を行うため，光導波

-4
-6
-8

-1
-1.5
-2
-2.5
-3
-3.5

まず，Fig. 4 に送信時の解析結果を示す．Fig. 4(a)は空
隙，Fig. 4(b)は光接続ロッド，Fig. 4(c)は漏斗型ロッド，
Fig. 4(d)は光ピンを用いた場合である．また，全てのグ
ラフにおいて横軸がミラー角，縦軸が取り出し効率（結
合効率）である．空隙の場合の取り出し効率は，他の 3
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(c) 漏斗型ロッド

(d) 光ピン

Fig. 4 取り出し効率解析結果（送信時）
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ラー部に集光する光線が少なかったため，損失が大きく

線 を モ デ ル 化 し た も の で あ る ． Fig. 6(a)は ミ ラ ー 角 が

なった．

45°の場合，Fig. 6(b)はミラー角が 42°の場合である．

次に，Fig. 5 に受信時の解析結果を示す．Fig. 5(a)は空

ここではミラー部の外側は空気であり，光導波路（コ

隙，Fig. 5(b)は光接続ロッド，Fig. 5(c)は漏斗型ロッド，

ア）の屈折率が 1.552 であることから，入射面であるミ

Fig. 5(d)は光ピンを用いた場合である．送信時同様，空

ラー面に対する臨界角は約 40°となる．上方から照射さ

隙の場合の取り出し効率は，他の 3 つと比べ極端に悪い

れた光線の拡がり角が 30°とした場合，全反射する光線

値となった．光接続ロッド，漏斗型ロッドおよび光ピン

はミラー角 45°の場合で拡がりを有する光線の 20°部

での比較では漏斗型ロッドを用いた場合で，受信時での

分に対し，ミラー角が 42°の場合は 23°部分で全反射し

取り出し効率が一番良い結果となった．その際のミラー

光導波路へと伝搬される．結果，ミラー角が 45°の場合

角については 45°より大きい角度である 50°で取り出

よりミラー角が 42°の場合の方が取り出し効率が良い

し効率がピークになることを確認した．とりわけ拡がり

結果となった．すなわち，送信／受信とも光線の進行方
向に対し，ミラー角を 45°より小さく設定することで，

角が 14°のものでは 0dB と損失が全く無かった．

取り出し効率を良くする事が出きることを確認した．た

光源の拡がり角[deg]

14

22

だし，Fig. 4 および Fig. 5 を見てわかるように，ミラー角

30

0

が小さくしすぎても 90°光路変換後に外部に漏れてし

0

まう光が発生し，逆に取り出し効率を悪化させてしまう
場合もあるので注意が必要である．

-1
取り出し効率[dB]

取り出し効率[dB]

-5
-10
-15
-20

光線の拡がり角

光線の拡がり角

-2
全反射
領域

-3

42
臨界角相当

-4

臨界角相当
ミラー面

-25
40 42 44 46 48 50
ミラー角θ[deg]

-5
40 42 44 46 48 50
ミラー角θ[deg]

(a) 空隙

(b) 光接続ロッド

(a) ミラー角 45°

ミラー面

(b) ミラー角 42°

Fig. 5 ミラー部にあたる光線モデル

3． トレランス解析

0

0

全反射
領域

23

送信／受信での取り出し効率の良かったもの，すなわ
ち送信側では光接続ロッドとミラー角が 42°の光導波

-1
取り出し効率[deg]

取り出し効率[dB]

-1
-2
-3

路を用いた場合，受信側では漏斗型ロッドとミラー角が
50°の光導波路を用いた場合におけるトレランス検討を
した．なお，解析条件としては光導波路を固定し，光接

-2

続ロッド・漏斗型ロッドもしくは光ピンと光源を一体と
して最大で±30μm 移動させた．その際の光線の拡がり

-3

角をここでは 30 度とした．
Fig. 7 に送信時のトレランス解析結果を示す．Fig. 7(a)

-4

-4

は XY 平面の結果である．取り出し効率を示すカラーバ
ーを見てみると，最大値は-1.46dB，最小値は-6.15dB と

-5
40 42 44 46 48 50
ミラー角θ[deg]
(c) 漏斗型ロッド

した．1dB ダウントレランスについては，X 軸上では

-5
40 42 44 46 48 50
ミラー角θ[deg]

-18μm～17μm，Y 軸上では 30mm 以上の 1dB ダウントレ
ランス幅を有していることがわかった．Fig. 7(b)は XZ 平
面の結果である．カラーバーについては，最大値は

(d) 光ピン

-1.45dB，最小値は-8.16dB であり，XY 平面と比べ広いレ

Fig. 5 取り出し効率解析結果（受信時）

ンジとなった．1dB ダウントレランスでは，おおよそ半

今回の解析では送信時，受信時ともにミラー角が 90°

径 18μm の円形となった．Fig. 7(c)は YZ 平面の結果であ

の半値である 45°以外でピークとなった．ここで，送信

る．カラーバーについては，最大値は-1.46dB，最小値は

時の場合を例に考察する．Fig. 6 はミラー部にあたる光

-4.73dB である．
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取り出し効率
[dB]

Y軸移動距離[μm]

Y軸移動距離[μm]

取り出し効率
[dB]

X軸移動距離[μm]

(a) XY 平面

(a) XY 平面

X軸移動距離[μm]

X軸移動距離[μm]

X軸移動距離[μm]

Z軸移動距離[μm]

Z軸移動距離[μm]

(b) XZ 平面

Y軸移動距離[μm]

Y軸移動距離[μm]

(b) XZ 平面

Z軸移動距離[μm]

Z軸移動距離[μm]

(c) YZ 平面

(c) YZ 平面

Fig. 7 送信時（ミラー角 42 度）のトレランス解析結果

Fig.8 受信時（ミラー角 50 度）のトレランス解析結果

Fig. 8 に受信時のトレランス解析結果を示す．Fig. 8(a)

を有しているのは，X 軸上の-10μm とやや光軸をマイナ

は XY 平面の結果である．カラーバーについては，最大

ス側にずらした場合であった．Fig. 8(c)は YZ 平面の結果

値は-0.63dB，最小値は-3.75dB とした．1dB ダウントレ

である．カラーバーについては，最大値は-0.67dB，最小

ランスに関しては，X 軸上ではプラス側で 23μm，マイ

値は-1.98dB と他の平面と比べ狭いレンジとなっている．

ナス側では 30μm 以上の 1dB ダウントレランス幅を有し

全体的にみても受信側の場合は送信時と比べ，広い 1dB

ていることが分かった．Y 軸上においても 30μm 以上の

ダウントレランスを有していることを確認した．

1dB ダウントレランス幅を有している．Fig. 8(b)は XZ 平

5． 光路構造以外の損失

面の結果である．カラーバーについては，最大値は
-0.61dB，最小値は 4.0dB である．Z 軸上の-1dB ダウント
レランスについては，±30μm 以上のトレランス幅を有
してることが分かる．なお，Z 軸で最大のトレランス幅

本稿における解析では，光路変換構造に焦点をあてミ
ラー部での取り出し効率およびトレランス検討を行なっ
た．しかしながら，光接続ロッドの使用を想定した光電
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気混載基板において，実際には(1)発光素子の発光面と光
接続ロッド（ロッド A）の屈折率差による反射損，(2)ロ
ッド A の NA による漏れ損失，(3)ロッド A の材料固有の
伝送損失，(4)送信側ミラー部での光路変換損失，(5)ロ
ッド A と光導波路の屈折率差による反射損，(6)光導波路
の NA による漏れ損失，(7)光導波路の材料固有の伝送損
失，(8)受信側ミラー部での光変換損失，(9)光導波路と
受光素子上に作製した光接続ロッド（ロッド B）の屈折
率差による反射損，(10)ロッド B の NA による漏れ損失，
(11)ロッド B の材料固有の伝送損失，(12)受光素子の受
光面とロッド B による反射損が考えられる．なお，アラ
イメントにより光接続ロッド，光導波路間に空気層が生
じた場合，損失は更に大きくなる．屈折率差による境界
面での透過率 T・反射率 R は以下の式で求める事ができ
る．

4n0 n1
透過率 T =
(n0 + n1 )2
反射率 R

⎛n −n ⎞
= ⎜⎜ 0 1 ⎟⎟
⎝ n0 + n1 ⎠

6． まとめ
90 度光路変換における最適形状について解析を行っ
た．その結果最大取り出し効率は，送信時はミラー角が
42°の光導波路と光接続ロッドを，受信時はミラー角が
50°の光導波路と漏斗型ロッドを用いた場合であり，と
もに光線の進行方向に対し，ミラー角を 45°より小さく
することで取り出し効率を良くする事ができる．さらに
は拡がり角の小さい発光素子を選択することも挙げられ
る．
また，1dB ダウントレランス幅については，送信側の
X 軸上で-18μm～17μm，Y 軸上で 30μm 以上，Z 軸上で
±18μm となり，受信側の X 軸上ではプラス側で 23μm，
マイナス側で 30μm 以上であった．また，Y 軸上で 30μm
以上，Z 軸上で±30μm 以上あった．この結果，送信／受

(1)

信とも十分なトレランス幅を有している事が分かった．
とりわけ，漏斗型を用いた受信側においては格段に良い

2

結果を得ることが出来た．なお，総合的な結合効率を検
(2)

証する場合は，反射損や材料固有の伝送損失を考慮する
必要がある．

＊ n0 , n1 は各媒質の屈折率
材料の選定により，NA による損失は抑える事が可能で
あるが，トレランスにより光接続ロッドと光導波路間で
空気層が生じてしまうことを回避することは非常に難し
い．そのため反射の影響はどうしても受ける．マッチン
グオイルを用いることで影響を最小限に抑える事が可能
ではあるが，マッチングオイルを使用しない場合，受発
光素子間で光路変換構造による損失の他に，今回のケー
スでは Table 2 に示す影響が考えられる．結果，透過率
だけでもトータル 0.94dB の損失があり，実際の材料選定
等において，考慮する必要がある．
Table 2 各種損失要因
発光素子 *1－ロッド A
-0.08dB
ロッド A－空気層
-0.21dB
空気層－クラッド(光導波路)
-0.18dB
透
クラッド(光導波路)－コア(光導波路)
0dB
過
コア(光導波路)－クラッド(光導波路)
0dB
率
クラッド(光導波路)－空気層
-0.18dB
空気層－ロッド B
-0.21dB
ロッド B－受光素子 *1
-0.08dB
材料損失（参考：PMMA 値）
0.16dB/m
*1：反射防止膜(SiN)で処理されているものと想定
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