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序

わが国経済の安定成長への推進にあたり、機械情報産業をめぐる経済的、社会的諸条件は急
速な変化を見せており、社会生活における環境、防災、都市、住宅、福祉、教育等、直面する
問題の解決を図るためには、技術開発力の強化に加えて、ますます多様化、高度化する社会的
ニーズに適応する機械情報システムの研究開発が必要であります。
このような社会情勢に対応し、各方面の要請に応えるため、財団法人機械システム振興協会
では、財団法人ＪＫＡから機械工業振興資金の交付を受けて、機械システムに関する調査研究
等補助事業を実施しております。
これらを効果的に実施するために、当協会に総合システム調査開発委員会（委員長：東京大
学名誉教授 藤正 巖氏）を設置し、同委員会のご指導のもとに推進しております。
この「光配線・接続システムに関する調査研究報告書」は、上記事業の一環として、当協会
が財団法人光産業技術振興協会に委託して実施した成果であります。関係諸分野に関する施策
が展開されていくうえで、本調査研究の成果が一つの礎石として皆様方のお役に立てれば幸い
であります。

平成２３年３月

財団法人機械システム振興協会

はじめに

我が国の光産業は、IT バブル崩壊や、リーマンショックの影響があったものの、現在、約 8
兆円規模の市場へと拡大を続けている。中でもディスプレイ産業は、ブラウン管から薄型ＴＶ
へ完全に移行し、照明産業では、蛍光灯から LED 照明への移行が顕著である。一方、光技術に
関しては、光伝送技術領域で更なる大容量化を目指してデジタルコヒーレント通信技術や
100GE を用いたアクセスシステムの技術開発が急である。
光伝送技術領域をもう少し、詳細に見てみると、幹線系、アクセス系は完全に光ファイバ通
信に置き換わりつつあり、光ルータ・サーバのバックボード配線やスーパーコンピュータのバ
ックボード配線にも光ファイバが使用されている。この流れは、留まることを知らず、プリン
ト回路基板内や LSI 内の光配線技術の開発へと進んでいる。特に、内閣府の最先端研究開発事
業にて、東大の荒川教授を中心研究者とした「光電子融合基盤技術の研究開発」が選定された
ことは、記憶に新しい。
しかしながら、プリント回路基板や車載 LAN 向けにプラスティック光ファイバ（POF）やポ
リマー光導波路の研究開発がなされて来たものの、大きな市場を形成するに至っていない。こ
れは、光ファイバや光導波路の接続がコネクタ接続となっており、そのコスト高が大きな理由
の一つと考えられる。そこで今回、光配線が大きな市場を形成できていない阻害要因と今後の
技術開発項目を抽出することを目的に「光配線・接続システムに関する調査研究」を提案し実
施させて頂くこととなった。本調査研究が光配線・接続システムの新たな発展の一助になるこ
とを期待する。

平成２３年３月

財団法人光産業技術振興協会

委員長挨拶

近未来のマルチメディア時代には、情報ニーズの高度化・多様化とともに、デジタル化が進
み、ネットワークを介して流通する情報量は現在とは比較にならないほど増大するであろう。
この膨大な情報を円滑に伝送・処理するためには、コンピュータ等の IT 機器の処理能力を飛躍
的に向上させる必要がある。現在のメタル配線は、帯域制限・クロストーク・電磁輻射等のた
めにシステム向上のボトルネックになっている。この解決のためには、メタル配線に代わって、
光インタコネクションによって情報伝送を担う「光配線」の導入が必須である。
一方、光配線に期待されている前述の役割に加えて、配線の柔軟性・高密度・省スペース・
低消費電力等の新しい視点からの検討や、単なる電気配線の置き換えではなく、光でしかでき
ない付加価値を実現するアプリケーションの探索が精力的に行われるようになった。応用分野
も、携帯電話等のコンシューマ応用から、車載・ロボット更にはサーバ等のハイエンド機器に
わたるまで多岐にわたっている。IT 機器内や車・ロボット内の光配線は、人体に例えれば、大
量の新鮮な血液を体内の隅々までスムースに循環させる血管として活躍する。
このように光配線に対する期待度は高いが、まだ十分実用化に至ったとは言えない。一つの
原因は、光配線に用いられるポリマー光導波路間の接続や光源・フォトダイオードと光配線と
の接続の困難さがネックとなっていると考えられる。
このたび、「光配線・接続システム調査委員会」の委員長を拝命し、この委員会の進め方を
検討した。光配線・実装関連の書籍はすでにいくつか出版され、関連する学会の研究会も活動
している。その中で、この委員会が果たす役割を検討した結果、システムサイドの委員を加え、
一般的な技術調査ではなく、調査委員会としての WILL が出力されることを目指して、ポリマ
ー光導波路技術に留まらず、特徴のある調査・分析を行うことにした。
本報告書では、著名な先生方の光配線に関わる討論会の内容をまとめた後、技術開発状況分
析を行う対象を、ｉ）プリント回路基板へのポリマー光導波路の適用、ii）車載 LAN 等への適
用を目指したコネクタレス光接続、の二つとした。技術調査を基にした分析から、技術開発項
目を抽出するとともに、実験による調査・分析を実施し、これまで世の中に出ていない光配線・
接続装置を実現するための課題をまとめた。
本報告書が、装置間・装置内、更には基板間・基板内に光インタコネクションが適用されるこ
とを夢見る多くの分野の研究者・技術者の方々にとって、光配線・接続システムを発展させる
一助になることを期待する。

平成２３年３月
東海大学
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１

調査研究の目的

1980 年代に、石英系光ファイバの低損失化、常温発振レーザの開発、光ファイバ増幅器の開発等があ
いまって、一気に光ファイバ通信技術が花開き、幹線系を筆頭に実用化されてきた。光ファイバ通信は、
銅の同軸ケーブルと比較し、大容量・超長距離伝送が可能で、電磁ノイズの影響を受けないといった特長
を有する。これらの特長は、通信領域に留まらず、電子回路でも有効であることから、面発光レーザやア
レイ状 PD の開発、PLC やポリマー光導波路といった多くの光電子情報処理部品の研究開発が実施され、
日本はこの分野で最先端の技術力を有しているということができる。これら光電子情報処理部品をプリン
ト回路基板へ適用することが有効との考えから、2000 年ごろから国を挙げていくつかのプロジェクトが
発足し、多くの実用化技術が創出された。また、大きな市場を得るために、寸法測定方法や性能評価方法
に関する国際標準化活動も日本が先駆的に推進している。
現在、光源、変調器、光導波路、受光器等の光回路接続には特別なコネクタが使用されている。コネク
タには、光の直進性、閉じ込め効果等、光の特性を利用した技術が用いられている。一方で自律的な光導
波路形成による光接続も、国内外の多くの研究機関で取り組みがあるが、その目的は簡易なインターコネ
クションではなく、波長多重システム等の高付加価値デバイスへの応用開発が主体である。
光配線と電気配線を比較すると、高速性能、広帯域性能では、格段に光配線による通信が優れて
いるものの、未だ、光配線を用いたプリント回路基板（光電子混載回路基板）の実用化は進んでいる
とは言いがたい。プリント回路基板の電気配線接続の場合、ICや回路部品と電気配線の接続には、
ワイヤーボンディングや半田接続が用いられている。これを光配線に置き換えると、光回路部品と
光導波路の接続にも特殊なコネクタを用いて接続されているに過ぎない。このように電気回路基板
と光電子混載回路基板を比較していくと、光電子混載回路基板には、半田接続に対応する簡易接続技
術が欠落していることがわかる。
上述のように、将来の光電子混載回路基板上での高速・大容量の光信号処理を実現するためには、電気
回路基板での半田接続に匹敵する光配線・接続システム（材料／プロセス／装置）の開発が必須である。
経済産業省が示す部材分野のロードマップにおいてもこれらの研究の方向性が示されており、非常に期待
の大きい分野である。幸い、我が国においては光実装に関する多くの要素技術を有しており、本調査研究
により光配線・接続システムの実現に向けての要件と課題を明確化し、関連研究機関を結集することがで
きれば、世界に先駆けて省スペース・低接続損失・低コストの光電子混載回路基板技術を先導できること
になる。これまでに述べたように回路基板ベースでの信号処理の高速・大容量化は必至であり、これを低
消費電力で尚且つ、省スペース・低接続損失・低コストで実現することは地球温暖化対策等のグリーン IT
に向けた技術開発となり、国策として進めなければならないことは、自明である。

本調査研究では、上記課題解決のキー技術と期待されている光配線・接続システムに関する開発状況の
調査･分析と、実用化・普及のために開発すべき技術を抽出することを目的とする。現状の光電子混載回
路基板の要素技術開発状況と光配線・接続技術の開発状況を調査し、両者の融合や実用化における課題
を明確化する。また、電気回路の半田技術に匹敵する省スペース・低接続損失の光配線・接続システム
を実現するために必要な技術開発項目を抽出することを目的とする。
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３ 調査研究成果の要約
３-１ 光配線で世の中はこう変わる
3.1.1 光回路基板への期待と現状の課題、対策
(1) はじめに
今後の成熟した社会においては“安心”、“安全”が基本であり、病院、介護施設等公共機関だけではなく家
庭内でも情報ハイウェイがデジタル的に整備されるようになると、“どこでも”、“だれでも”が可能になる社
会基盤が構築され、
ユビキタス社会へと移行する構図が見え、
同時に莫大な情報量の処理能力が要求される。
また、総務省アクションプラン 2011「ICT 維新ビジョン 2.0」では、日本のどこでもインターネット接続を
可能にしようという動きもある。
この節ではマルチモード光導波路を基本とした光インタコネクションに欠かせない、ポリマー光導波路の
最近の研究開発動向と将来技術について述べる。
(2) 光回路基板としての光導波路への期待
・電子回路の高周波化に伴う電子回路の SN 改善
図 3.1.1 は高速・広帯域光通信システムのスループットを年と共に描いている。光配線は電気配線に比べ
て軽く、場所をとらず、また電磁雑音にも強い。一方、デジタル処理に必要な LSI 回路の処理能力は莫大に
増えてきており、光信号と電気信号の変換技術も高度化している。したがって今後の光技術に期待されるこ
とは広帯域化に伴う電子回路の SN 劣化の改善と実装技術の向上である。
・電子回路高周波化に伴う熱発生問題の解決
電子回路高周波化に伴う熱発生の問題を解決するため、低消費電力化実装技術が特に叫ばれるようになり、
光導波路を用いた光インタコネクション技術が電気回路に代わって期待されている。冷却効率向上のために
は、光インタコネクト技術が必須である。
・ポリマー光導波路への期待
光ファイバへ高速デジタル光信号を送り出すためには、広帯域な光伝送技術と高度な光・電子実装技術が
望まれる。電気プリント配線板は、現在 5～10 層の構造をしており、層間接続はビヤホールを空けて金属で
埋める構造になっている。現在の電気プリント板技術を生かす場合には図 3.1.2 に示すように電気プリント
配線板上に光導波路が埋め込まれ、その上に光 I/O 回路が搭載され、LSI 回路と接続される構造となる。光
プリント板の場合は、スラブ光導波路空間で信号が交差してもクロストークは極めて少ないため高密度に配
線可能である。一方、消費電力的には波形補償用付加回路が不要であるものの光―電気変換部の電力消費が
加算されるため同等と考えられる。コスト的には、高密度電気配線を除去した総数削減が期待できるため低
価格で提供可能であると考えられ、廃熱効率の向上も期待できる。
ポリマー光導波路への期待は、光プリント板内光導波路、光バックプレーン光導波路および光インタコネ
クションにおける環境条件を満たす特性を有することにある。ポリマー光導波路の機械的特長として曲げに
強いことがあるが、光通信線路の観点から偏波依存損失が生ずるといった欠点もあり光ビアも課題である。
また、アレイ直角コネクタなど、光インタコネクションは特殊光導波路技術として開発中であり、更なる低
損失化が期待される。光プリント板上の LSI 電子回路や光回路素子の混載実装が必要となるため、ポリマー
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(3) ポリマー光導波路の特徴と要求条件
ポリマー光導波路は石英系光導波路と比較すると、物性的に熱膨張係数が二桁大きい、屈折率が高い、複
屈折性が高い等の特性があり、作製プロセス的には、成膜が簡単、低温プロセス、レーザ直接露光による加
工が可能といった特長がある。デバイスの観点からは、実装方法の違いと信頼性の問題がある。
プリント基板上へ光導波路が適用されるには、複雑光配線が可能で作製コストが電気配線と同等である必
要があり、機能として、光通路のルーティング、低損失結合が要求される。一方、光配線材料には、配線パ
ターンの可能性、低損失性、堅牢性、フレキシブル性、信頼性が要求される。更に、システム要求として、
数十 cm の伝送可能距離、0.5dB 以下の結合損失、10Gbps 以上の伝送速度、0.5dB 以下の偏波依存性、300
度以上の耐熱性などがある。
(4) 光回路基板の課題と研究開発動向
・光回路基板の課題
光能動回路としての課題は光信号入出力部が LSI パッドより大きいことにある。一方、受動回路の光配線
としては、新ポリマー光導波路開発による低損失化の促進、高密度実装と多層化の検討、受発光素子と導波
路との光結合回路の開発、マイクロレンズ、光ビア等結合機構の実用化などが課題である。
・ポリマー光導波路の最新研究開発
低損失ポリマー光導波路の開発として、住友ベークライト製のポリノルボネンは 0.029dB/cm と極めて低
損失であり、ADEKA 製のナノハイブリッドシリコーンも 0.045dB/cm と低損失である。クロス光導波路の
検討としては、Cambridge 大がシロキサンポリマー材料で交差部の過剰損失として 0.01dB/cross を実現し
ており、千歳科学技術大のナノハイブリッドシリコーンを用いたクロス光導波路は、平均過剰損失 0.03
dB/cross を実現している。
インテル社は“Light peaks”を発表しており、10Gbps の光インタコネクトに向けたチップを 2011 年に、
それを搭載したシステムを 2012 年に市場投入することを表明している。富士通研究所（米国）ではボード
とバックプレーンを電気コネクタで接続し、引き続きフレキシブル光配線コネクタ接続する構造を検討して
いる。また、IBM は 2020 年にはスーパーコンピュータ消費電力の 25％を光素子消費電力にする試算を行っ
ている。
(5) まとめ
光回路基板は、インターネット伝送容量の増大、高周波化、低消費電力化のために必要であり、ポリマー
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光導波路の可能性は大いにある。光回路基板の課題は、0.1 dB/cm 以下の低伝搬損失化、結合損失の改善と
ミラー、マイクロレンズ、光ビア製作方法の検討などがある。これらの課題解決に向けた研究開発は進めら
れており、今後は信頼性の検討が必要であると考えられる。また、光回路基板の将来性として、Si フォトニ
クスによるシングルモード光導波路や DWDM システムの可能性が示されている。
3.1.2 デジタル印刷機への光配線の開発状況
(1) はじめに
最近の印刷技術は、図 3.1.3 に示すように、トランスプロモと称してデジタル印刷機を用いたバリアブル
印刷が盛んである。トランスプロモの主要技術は、①高速データ処理機能、②自動文書処理ソフト、③高速
印刷を可能にするデジタル印刷機である。このようなデジタル印刷機では、大量の画像データに対する高速
処理を行うため、伝送速度の高速化が必要となっている。また、その伝送方向は、設計端末から印刷機への
伝送が中心の非対称伝送であり、特有のシステムに適合した伝送モジュールの開発が期待されている。

図 3.1.3 トランスプロモと従来の印刷プロセスの比較
本項では、上記要求に応えるために開発した 3:1 非対称光伝送モジュールについて述べる。要求仕様、適
用箇所、光モジュール構成、光モジュールの評価結果に加え、今後の高速光伝送システムへの期待を述べる。
(2) 適用箇所とその要求仕様
デジタル印刷機の本体は、両面印刷機能等を有する大型のものでも長さは 10m 程度である。しかし、実
運用に際しては、印刷環境と設計環境の混在を嫌って別室に設置し、図 3.1.4 に示すようにコントローラと
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印刷機本体の間は 20～30m になるものもある。その場合、伝送速度のボトルネックは、図の赤枠で示すと
ころになる。この間の伝送速度は、枚葉式で A4 換算 1 分間に 200 枚以上まで速くなると想定され、1 色あ
たりの伝送速度は、2012 年で 12Gbps、2015 年には 30Gbps まで至るといわれている。

図 3.1.4 デジタル印刷機の概略構成
(3) 光モジュールの構成
印刷速度と印刷品質から考えると、今回開発した印刷機の伝送速度は 12Gbps/色に相当する。そこで、標
準化・コスト等を考慮して 4.25Gbps/ch の光モジュールを選択した。今回試作した光モジュールの写真 お
よび断面模式図を図 3.1.5 および図 3.1.6 に示す。
光モジュールの薄型化のために 4 連レセプタクルを新しく
開発し、光ファイバと接続している。断面図から分かるように、光ファイバとの結合はレセプタクルの中に
入っているレンズ一体型のバレルの精度で行われている。
AMP(LIA)

4連レセプタクル
FPC
LDD

図 3.1.5 モジュール搭載の PWBA(IOT 側)部分（平面図）

図 3.1.6 光モジュールの概略構成図
（断面模式図）

(4) 光モジュールの評価
光モジュールの評価としては、パワーリンクロスバジェットとジッタバジェットがある。ジッタバジェッ
トはデジタル印刷機などのようなシステム応用では検討が必要となる。
(a) パワーリンクロスバジェット
パワーリンクロスバジェットは、光出力マージン、パワーペナルティ、リンク損失内の各項目を具体的に
測定評価し、そこにデザインマージンが確保できればその設計は成立する。各々の項目を測定・計算をベー
スにして評価した結果、2.2dB のデザインマージンを得ることができた。
最小受光感度に関しては、感度の温度依存性による変動を考慮しても、設計値の-15dBm に対して十分余
裕を持っているといえる。
印刷機側のクロストークは、印刷機側光モジュールの BER 測定からは確認できないほど僅かであった。
これに対し、コントローラ側は、送信部で 3 チャンネル全て On の時、計 1.5dB という結果であった。この
ように 1 チャンネルの点灯ごとに約 0.5dB 感度が悪化していく原因は、信号線間のクロストークではなく、
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FPC とコネクタを用いることに起因する GND 経由のノイズであると考えている。その後新たに光モジュー
ルを再設計・製作したところ、クロストークはほぼ検出できないレベルとなった。
(b) ジッタバジェット
設計基準、入力側ジッタ仕様、出力側仕様を、それぞれ規格を引用して算出し、その仕様に対して、送受
のジッタはほぼ同じであると仮定して、許容ジッタ値を導出した。各ポイントのジッタ目標が定まるので、
これと実測値を比較評価した。図 3.1.7 に示すように、各ポイント共に設計目標値を下回っており、ジッタ
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バジェットが達成できていることを確認した。
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図 3.1.7 各ポイントにおけるジッタ評価結果
(5) 今後の課題
今回 2012 年度を目標にして、
一色当たり 12Gbps の伝送特性を 3：1 の非対称光伝送モジュールで実現し、
実用化に供することを確認した。しかし、2015 年度に向けては、30Gbps/色の要求も出ており、1 チャンネ
ルの速度が 10Gbps 以上の高速伝送モジュールが期待される。また、従来の電気伝送との互換性が強く望ま
れて、光伝送モジュールをそのままはめ込む事が可能なアクティブケーブル型が求められている。更に、マ
シン制御や誤り訂正のための低速の電気信号との融合や、コストダウンのために、直接基板上に載せる新た
な実装技術が求められている。

3.1.3 幹線系、アクセス系そして車載光 LAN
(1) はじめに
バックボーンネットワークを支える幹線系光伝送システム、ブロードバンドサービスを支えるアクセス系
光ネットワーク、更には車の光化を実現する上で信頼性と経済性がキーとなる車載光 LAN。これらについて、
それぞれが解決しようとする課題を抽出し、最近のトレンドについて述べる。課題を解決する手段は大きく
二つに分類される。一つは，変復調技術などのシステム技術であり、もう一つは部品点数の削減やアライメ
ント精度の向上を目指した材料・部品・実装技術である。
(2) 幹線系光伝送システム
幹線系光伝送システムへの適用を意識した光通信技術のトレンドは，長スパン化に加え、100 Gb/s 級の超
高速化と波長多重伝送技術を駆使した大容量化である。このようなトレンドの背景には、国内のブロードバ
ンド契約者数が 2010 年 3 月末現在で 3,200 万加入に達し，中でも FTTH ユーザ数が 1,770 万加入を超え、
データトラフィック量が年率 1.4 倍で増加していることが挙げられる。
大容量化と長スパン化を目指した光伝送実験の最近のトレンドを図 3.1.8 に示す。2009 年以降で特に注目
されるのは、大容量化においては、光ファイバ一芯あたり 69.1 Tb/s×240 km および 64 Tb/s×320 km の光
伝送実験の成功である。これら二つの光伝送実験に共通するものとして、光領域で多値変調を採用している
点が挙げられる。前者は 16QAM を、後者は 36QAM を採用している。また、次世代の超高速イーサネット
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規格として 100 G イーサネットの標準化が完了し、一波長あたり 100 Gb/s を超える 171 Gb/s および 107
Gb/s の伝送速度で実験が行われた。一方、長スパン化を目指した光伝送実験として注目されるのは 12.5
Tb/s×9,360 km の実験成功である。この実験結果を容量・距離積で表すと、117.4 (Pb/s)(km) となり、10 Tb/s
級の超大容量光伝送を 1 万 km に近い伝送距離で実現したことは、大洋横断光ケーブルネットワーク構築の
観点からその意義は大きいと考える。
これら超高速・大容量光伝送実験が多値変調化へシフトする背景の一つに超高速電子デバイスの動作速度
ボトルネックがある。InP-HBT あるいは SiGe-HBT の動作速度は～50Gb/s である。よって、一つの光パル
スで 1 ビットを伝送するオンオフキーイングにより、
100 Gb/s 級の光伝送を行うことは困難である。
そこで、
この課題の解決に威力を発揮したのが、例えば、一つの光パルスで 4 ビットの伝送が可能な 16QAM などの
多値変調技術である。同時に、多値変調の採用は周波数利用効率（bit/s/Hz）の向上が期待でき、64QAM な
どの多値変調を光領域で実現することにより、9 bit/s/Hz の周波数利用効率が得られている。
100 T
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50 T
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伝送容量 B （b/s）

64Tb/s-36QAM
(AT&T/ NEC Am /OFS)
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：OTDM×1
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80G×13(NTT)
10G×104(富士通)
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図 3.1.8 大容量化と長スパン化のトレンド
(3) アクセス系光ネットワーク
アクセス系は前述のように FTTH ユーザ数が 1,770 万加入を超え，トリプルプレイと呼ばれる音声、高速
インターネット、映像配信の三つのサービスが提供されている。アクセス系の特徴の一つとして、これら三
つのサービスを提供するために WDM 技術を用いて、GE-PON システムと光映像配信システムをシステム
インテグレーションしている点が挙げられる。
以前はシステムインテグレーションを実現する上で光映像配信システムが解決すべき重要な課題が存在
した。それは、32 分岐の光スプリッタと伝送距離に対する送受間レベル差の確保と、光コネクタにおける反
射光の影響による映像品質劣化の回避であった。これらの課題を解決し、今日、商用の光映像配信システム
として威力を発揮する技術の源となったのが、超広帯域 FM 一括変換技術である。超広帯域 FM 一括変換技
術の特徴は、図 3.1.3.2 に示すように通信センター側の送信部で光ヘテロダイン検波技術を用いて、AM や
64QAM などのサブキャリア信号を一括して FM 化し、光ファイバ伝送路を伝播させるものである。FM 一
括信号は受信側で FM 復調され、AM や 64QAM のサブキャリア信号に変換され、テレビ受像機に入力され
る。光コネクタにおける反射光の影響による映像品質劣化が回避されていることおよび既存の AM サブキャ
リア信号を直接伝送する方式に比べて 8 dB 程度のシステム利得が得られていることがわかる。
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(4) 車載光 LAN
車に搭載される LAN は、車体系、走行制御系、情報系，安全系の四つに分類される。現在、これら LAN
のうち光化が検討されているのは、ナビゲーション、リアシートエンターテイメントなどのマルチメディア
機器を接続対象とする情報系 LAN である。また、車載情報系光 LAN の規格は、欧州の MOST と北米の
IDB-1394 で検討されている。特に、最大伝送速度が 150 Mb/s の MOST と 800 Mb/s の IDB-1394 は光フ
ァイバの適用が考えられ、1 Gb/s 級の光伝送実験が実施されている。
車載 LAN を経済的に構築するためには、WDM などのシステム技術の採用と光部品点数の削減を目指し
た部品・モジュール化技術が重要である。後者については、レンズなどの光部品の点数削減を可能とする自
己形成光導波路技術が注目される。ここで自己形成光導波路技術とは光硬化樹脂中に高光強度のレーザビー
ムを光ファイバから出射させ、ビームの伝播方向に自動的に光導波路を形成するものである。図 3.1.3.3 は
自己形成光導波路技術を用いた光トランシーバの構成を示す。この図が示すように、自己形成導波路の形成
により光源である VCSEL と光検出器である PD のチップ間インタコネクトを無調芯で実現できる。既に、
上り下りの信号に異なる波長を用いる WDM 方式により、1.25Gb/s の 1 芯双方向光伝送実験が行われた。
その結果、MOST や IDB-1394 で規定される動作波長とは異なるものの、受信感度特性において両者が規定
する規格値を満足するものが得られている。これは、自己形成光導波路技術を用いた光送受信モジュールの
有用性を示すものといえる。
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図 3.1.9 超広帯域 FM 一括変換方式による

図 3.1.10 自己形成光導波路技術を用いた

光映像配信システムの構成

光トランシーバ

3.1.4 光・電子融合回路の低コスト集積化
(1) はじめに
クロック周波数・配線密度の増加に伴うコンピュータ内部での発熱や信号劣化に対し、光配線が期待され
ているが、なかなか現実のコンピュータには導入されない。この要因として、
「光配線のコストが高い」
、
「設
計者が光を扱うことに抵抗がある」などが挙げられる。これは、光配線がフリップチップボンディングによ
る「実装」をベースとして開発されてきたことによる。これらの問題の解決方法として、
(a) バルクチップを、
「薄膜片化された部品を埋め込んだフィルム」で置き換えること
(b)「セルフアライン光結合」を導入すること
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がある。本項では、上記(a)、(b)の実現に向けて、Optics を Electronics のように扱う Optical Electronics
を提案し、そのコア技術を紹介する。
(2) Optical Electronics
図 3.1.11 に示すように、コンピュータ内部に光配線を導入する際、従来は、部品のスペースとアセンブリ
労力が問題となり、光の知識が必要になることが設計者にとって障害となっていた。一方、Optical
Electronics では、光部品を薄膜片化して、フォトリソプロセスと自己組織化アラインメントで集積化するの
で、部品のスペースとアセンブリ労力が低減し、光を知らない設計者でも対応可能となる。
Conventional Optics-Implemented Electronics
Components: -LSIs
O
-Discrete Optical Devices
Spaces:
Fabrication
Processes:

E

Design:

Optical Electronics

-for LSIs and Optical Devices
-Packaging
(Flip-Chip Bonding)
-Assembling for Alignments
-Electronics and Optics

E/O

Components: -LSIs
-Thin-Film Flake Optical Devices
Spaces:
-for LSIs
Fabrication -Heterogeneous Integration
Processes:
(Photolithography)
-Self-Organized Alignments
Design:
-Electronics

図 3.1.11 Optical Electronics と従来の光導入エレクトロニクスとの比較
(3) セルフアライン光導波路・光結合
SOLNET とは、書き込み光照射により屈折率が高くなる材料中でのセルフフォーカスを利用して形成す
る光導波路網である。図 3.1.12 に示す各種 SOLNET について以下に説明する。
(a) Multi-Beam-Writing SOLNET：複数の光デバイスから材料に書き込み光を出射する方法である。光
のオーバーラップ部で屈折率が高くなりセルフフォーカスが生じ、セルフアライン光結合が形成される。
ある程度の位置ずれ・角度ずれ・モードサイズの違いがあっても通用する。
(b) Reflective SOLNET：結合先に、書き込み光を反射する波長フィルタを配置する方法である。結合元
から書き込み光を出射すると、波長フィルタからの反射光が呼び水となりセルフアライン光結合が形成
される。結合先が光変調器、PD などのように書き込み光を通せない場合に必須となる。
(c) Phosphor SOLNET：光導波路に蛍光体をドープし、励起光で書き込み光を発生させる方法である。外
部からの書き込み光導入が困難な場合に有用となる。
図 3.1.13 は Reflective SOLNET を光 Z－コネクション部に導入したチップレベル光インタコネクトの
モデルである。3 次元光回路側のナノ光導波路の結合端に波長フィルタを配置する。ボード側のマイクロ
光導波路から書き込み光を導入すると、両光導波路をセルフアライン光結合する縦型光導波路が成長する。
Optical Waveguide Film

Optical Devices, Free-Space Light Beams
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Wavelength Filter
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Filter
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Wavelength Filter
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Phosphor
Phosphor SOLNET (P-SOLNET)

図 3.1.12 各種 SOLNET の例

Reflected
Write
Beams

R-SOLNET

Write
Beams

図 3.1.13 SOLNET を導入した光インタコネクト
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(4) 3 次元光回路
図 3.1.14 は、 3 次元光回路のモデルである。図中、Type 1 は 45o ミラーつき光導波路フィルムを積層し
たものであり、Type 2 は 45o ミラーから縦方向に SOLNET を成長させたものを示している。これらのモデ
ルに基づき実際に Built-in Mask 法により光導波路フィルムを作製した。
Type 1 を試作した結果を、
図 3.1.15
に示す。 このとき、45°ミラーは斜め露光により形成した。これらを組み合わせることにより、3 次元光イ
ンタコネクトが構築できると期待される。
Optical Z-Connection

Output

Core

Optical Z-Connection
Output

Type 1: Stacked Waveguide Films with Optical Z-Connections
Output

Photo-Refractive Layer

Input

Film B

250 μm

Film A
Input

Film A

Vertical Waveguide
(SOLNET)
45°

Optical Z-Connection

32 μm

Film B

250 μm

Under-Cladding Layer

Type 2: Optical Waveguide Films with Vertical Waveguides of SOLNET

図 3.1.14 3 次元光回路のモデル

図 3.1.15 Type 1 の試作例

(5) 薄膜デバイス片の Heterogeneous 集積化
薄膜片化した部品のフォトリソグラフィを用いた集積化方法として、Photolithographic Packaging with
Selectively-Occupied-Repeated Transfer (PL-Pack with SORT) を提案した。SORT プロセスは、薄膜片を
高密度なアレイ状に作製し、それらを選択的に多段移植することにより、所望の薄膜片を所望の位置に一括
配置する技術である。我々の検討では、一つのウエハから 16 の最終基板に薄膜片が分配されるため、1/16
の省資源化が可能となる。
(6) まとめ
コンピュータ内部光配線の低コスト化に向けて、Optics を Electronics のように扱う Optical Electronics
を提案し、要素技術を紹介した。今回は触れなかったが、E-O 変換用の小型・高速光変調器とその薄膜片化
がもう一つの重要な要素技術である。これは、デバイス・材料両面からの長期的な取り組みが必要である 。

3.1.5 まとめ
2010 年 12 月 7 日に東海大学校友会館で開催した、
「光配線・接続システムに関する討論会」の講演者に
外部執筆を依頼し、本節は構成されている。光配線・接続システムに関連し、なるべく広範囲の技術項目と
なるように討論会を企画した。3.1.1 項では、当調査委員会が最も注力しているポリマー光導波路に関する最
先端の開発状況と課題を、3.1.2 項では、光配線の実用化技術として、デジタル印刷機への適用事例を、3.1.3
項では、そもそも光配線、光通信がどのような領域で実用化され、あるいは実用化されようとしているのか
を、3.1.4 項では、実用化に最も重要となる低コスト実装技術の検討状況を、それぞれ執筆して頂いた。
光配線・接続システムに関する背景を知る上で、一般的な内容ではなく、それぞれの先生の特徴ある内容
となっており、興味をもって読んで頂けたことと考える。
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３－２

ポリマー光導波路の研究開発

3.2.1
(1)

ポリマー光導波路の研究開発動向とその周辺技術

はじめに

光導波路は、高密度・複雑さに対応でき、余長処理が不要で電子回路プロセスとの整合性が良いこと
から、短距離のボード間／内やチップ間／内の光配線用部材としての適用が検討されている。マルチモ
ードポリマー光導波路は、フレキシビリティに加えて、多様な材料と簡便な作製工程の利点を有し、簡
易接続実装も含めて低コスト化が期待できる。本項では、ポリマー光導波路の材料、簡易プロセスの概
略および光導波路を用いた実装部品の開発例について述べる。また、今後ポリマー光導波路が光配線板
用途に普及されるようになるためにクリアすべき課題と将来の検討すべき事項について述べる。
(2)

ポリマー光導波路材料と簡易作製技術

ポリマー光導波路材料が実用化に供するためには、以下の項目を満たす必要がある。
(a)

材料が低損失であること（特に 850nm での吸収損失や散乱損失が十分小さいこと）

(b)

簡易プロセスで、低損失な光導波路が実現できる材料であること

(c)

長期および短期耐湿熱性を有すること（光電気混載基板として利用するためには、長期的な信
頼性とともに、半田リフロー工程等に耐えられる必要がある）

(d)

コア材、クラッド材の異なる屈折率を有すること

これらの要求を踏まえて、各機関において、アクリル系、エポキシ系、ポイリイミド系、シリコーン・
ポリシラン系、ハイブリッド材料、脂環式材料等の特徴ある光導波路材料が開発されている。
一方、ポリマー光導波路の作製プロセスについては、様々な簡易プロセスが提案・実証されている。
図 3.2.1 にそれぞれの簡易作製法の工程概要図を示す。ほとんどのプロセスが光加工を利用しているた
め、材料に光硬化機能を与えて同時に耐熱性も向上させるという手法を用いることが多い。

基板
スタンパ作製
Press &

U V
or
Heat

エンボス、成形加工

下部クラッド、コア層塗布
UV

露光

EB or LB

照射、描画

UV

混合樹脂
Vis .-UV

露光

現像
コア剤充填

コア成長

UV
上部クラッド塗布

上部クラッド塗布

上部クラッド塗布

UV

上部クラッド塗布
クラッド重合

複製
(1)

フォトブリーチ
(2)

図 3.2.1

(3) 直接描画

(4)

ポリマー光導波路作製簡易プロセス
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(5)
直接露光自己形成

最近のポリマー光導波路の研究開発

(3)

材料に関しては、有機—無機ハイブリッド系材料を用いた例が多く報告されている。ハイブリッド系
材料は、有機材料の易加工性・柔軟性と無機材料の耐候性や優れた光学特性という各々のメリットを兼
ね備えた特性を有する。一方、光導波路作製プロセスに関しては、自己形成光導波路技術に関して、豊
田中央研究所の双方向 WDM 光モジュール、東海大学のマスク転写法や光ピン、JSR/静岡大学のシン
グルモード光接続、東北大学のフェムト秒レーザ誘導自己形成光導波路、東京工科大学の Water-pulling
等特徴ある現象・技術が報告されている。
ポリマー光導波路の適用範囲

(4)

光電気混載基板に適用するような比較的長い距離の光配線用途の他に、光ピン・光ビア・光路変換と
いった短距離光接続コネクタ部分にポリマー光導波路を積極的に使用するという方向性が提案されて
いる。光－電気変換に関して、VCSEL の垂直発光を水平光に変換するために 45 度ミラーや光路変換
機能つき光導波路、コネクタ付きポリマー光導波路モジュール等が開発されている。富士通コンポーネ
ントや Hyper SI プロジェクトの曲がり導波路コネクタや、日本ペイントの多層多チャンネルミラー付
コネクタ、富士ゼロックスの面内光路変換ミラー等の事例が報告されている。
今後の課題

(5)

ポリマー光導波路が実用に供するためには、個々の部品の性能のみならず複合的・システム的な性能
評価において、以下のような、いくつかのハードルを越えなければならないと考えられる。
(a) 信頼性を含む実装技術の特性の検討
(b) VCSEL や PD との無調芯接続技術、MT を含むコネクタとの接続技術や脱着信頼性
(c) 光配線と電気配線の複合化に関する設計・構造・その製作技術との整合性
一方、現在の 850nm のみならず、将来的には 1μm 帯での光インタコネクションが提案されているが、
ポリマー光導波路については、1μm 帯の検討がほとんど行われていない。長波長で低損失伝送を行うた
めに、フッ素化合物が有効ではあるが最適解ではなく、材料面も含め、新たな開発が必要である。
(6)

まとめ

ポリマー光導波路の概説、最近の研究開発トレンドおよび光配線接続に向けた適用例を述べた。ボー
ドレベルの光配線の実現には、材料・プロセス改良を含めたより低損失化が期待される。また、光デバ
イスや光配線間同士の接続では、実装精度の緩和が必要で、マイクロ光部品は有望な手段の一つである。
近年、光インタコネクション技術は、ハイエンド IT 機器のみならず、コンシューマ機器や車載用途の
検討がなされている。多くの技術ロードマップから、今後は光配線がボード内に向かうことは織込み済
であり、実用化に向けた更なる低コスト化・低損失性・高信頼性等の向上を期待したい。

3.2.2
(1)

有機無機ハイブリッドポリマー光導波路
はじめに

現行の石英系光導波路は、非常に良い特性を有しているが、生産性が低く高価であるといった欠点が
ある。本節では、JSR で取り組んでいる全工程がウェットプロセスで製造コストを石英光導波路に比べ
て低減可能な、感光性ゾルゲル材料を用いた光導波路の作製技術について述べる。
(2)

感光性ゾルゲル材料

ゾルゲル法は金属アルコキシドを出発原料とするセラミックの低温合成法として知られている。金属
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アルコキシドの選定により分子レベルでの組成設計が可能で、無機ネットワーク中に分子レベルで有機
官能基が導入された有機無機ハイブリッド材料となる。このゾルゲル法の素材に感光性を付与すれば、
ウェットプロセスで直接光微細加工ができる。本検討で用いた感光性ゾルゲル材料は、アルキル置換シ
ロキサンポリマー、多官能アルコキシシラン、紫外線に感光する光酸発生剤と溶剤から構成される。
本検討に用いた材料の基本物性を表 3.2.1 に示す。コア材 PJ5007 とクラッド材 PJ5010 は、屈折率
差が 0.25%で設計された。コアとクラッドの屈折率差については温度変化に対して一定であることから、
安定した光導波路性能を示すことが期待される。
表 3.2.1

感光性ゾルゲル材料の基本物性
PJ5007
Core

PJ5010
Clad

55
65

55
200

1.469

1.465

5% weight loss at 450℃
10μm

5% weight loss at 320℃

Solid Content (%)
Viscosity (mPa･s)
Refractive index of cured film at 1.310mm at 25℃
Thermal stability with 10mm- thick film
Resolution at 10mm-thick film

－

この材料を用いてコアサイズ 10μm×10μm の直線導波路をシリコンウエハ上に作製した。図 3.2.2 に
コア形成後、図 3.2.3 にクラッド形成後の断面部分の電子顕微鏡写真を示す。コアとクラッド界面、ク
ラッドとシリコンウエハ界面には特にクラックは見出されず、良好な密着性があることがわかる。

図 3.2.2

直線コアの電子顕微鏡写真

図 3.2.3

光導波路断面の電子顕微鏡写真

作製した光導波路の伝播損失は 1.31μm と 1.55μm の波長でそれぞれ 0.3dB/cm, 0.6dB/cm、また偏波
依存性はそれぞれ 0.1dB/cm 未満であった。この感光性ゾルゲル材料を用いて、コアサイズ 7.5μm
×7.5μm の直線導波路を作製し、導波路と光ファイバの接続損失と伝播損失を評価した。10mm 長の導
波路の挿入損失は、波長 1310nm で 0.3dB、波長 1550nm で 0.5dB であった。更に、湿熱試験(85℃/85%)
とヒートサイクル試験(-40-85℃)後の伝播損失の変化量を追跡した。湿熱試験 2000 時間経過後、ヒー
トサイクル試験 500 サイクル経過後でも、伝播損失の増加は小さかった。

3.2.3
(1)

光電気複合化技術
はじめに

光導波路材料は、伝播損失を小さくすると共に、材料特性を最大限に引き出すために、プロセスと材
料特性のマッチングを行う必要がある。更に電子機器に光配線を組み込む場合、顧客側の視点として、
従来の電気配線やプリント基板と同等の取扱性を備えることが重要となる。この観点から、住友ベーク
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ライトでは (1)高透明高耐熱の新規樹脂の開発、(2)光導波路形成の新規プロセスの開発、(3)電気配線と
の複合化プロセスの開発、の三つステージを設けて順次研究開発を進めてきた。
(2)

新規ポリマー材料系の開発：ポリノルボルネン

電子機器の内部配線として光電気複合基板を適用する場合には、光導波路材料には光信号の伝送波長
帯域における透明性と部品実装時の熱履歴に耐えられる耐熱性を兼ね備えている必要がある。図 3.2.4
に新規開発したポリマー材料（ポリノルボルネン）を示す。この材料はアモルファスであるため幅広い
波長帯域で 90%以上の高い透明性を実現しており、剛直な骨格を有するため 250℃以上のガラス転移温
度を実現できている。図 3.2.5 に吸光度波長依存性を示す。短距離データ伝送に用いられることの多い
800～1100nm や長距離伝送に多い 1310nm 付近に十分な窓が開いていることを確認している。

図 3.2.4 ポリノルボルネンの基本構造
(3)

図 3.2.5 吸光度波長依存性

光導波路形成の新規プロセスの開発：フォトアドレス法

プロセス由来の光学特性低下の少ないプロセスとして、フォトアドレス法を提案している。光照射で
はコア部／クラッド部の位置合わせのみで、光導波路のパターン指定とパターン形成が分離した別工程
となっている。コア形成後の安定性および信頼性が大きく改良されていることが特長である。また現像
等も行わないので、合分岐や交差形状を有する光導波路を簡便に形成できるという利点も有する。
(4)

光と電気の複合化：光電気複合配線板の開発

光回路を電気回路と同じように取り扱うためには、光／電気変換部分を取り込んだ光電気配線板を実
現するのが有効である。このような設計思想の元に、光回路とフレキシブル回路を組み合わせた光配線
板を作製した。図 3.2.6 は携帯電話のヒンジ部向けを想定しており、図 3.2.7 はサーバ等の基板上のイ
ンタコネクト向けを想定している。いずれも光導波路付きの状態でフレキシブル回路作製プロセスに通
しており、既存プロセスへの適応性も確認できている。
フレキシブル基板

光導波路フィルム

VCSEL Driver
VCSEL
導波路

4ｃｈ both direction
Max 4.25Gbps/ch
Rigid-flex shape

フレキ

PD
Optical Receiver

実装部拡大

素子実装部

図 3.2.6

Optical & Electrical lines
Substrate:15mm×15mm

携帯ヒンジ向け

図 3.2.7

17

サーバ向け

(5)

まとめと今後の展望

優れた光学特性と複合化適性を備えた光導波路を開発し世の中に提供するという目標を掲げ、ポリノ
ルボルネン材料系とフォトアドレス法の組み合わせによる超低損失光導波路を実現した。今後ともこの
ような光導波路を含めた次世代先端実装技術および実装材料の研究開発に注力し、光と電気の垣根を越
えた幅広い技術ソリューションの提供を目指している。

3.2.4
(1)

3 次元光伝送路の自己形成
はじめに

光通信デバイスの組立においては、光波の強い直進性のため光部品の接続が難しく、精密な位置決め
が要求される。このため実装コストが電子回路に比して大きくなり、光デバイスコストの低価格化の障
害になっている。このボトルネックを解消するために、豊田中央研究所では、自律的に軸ずれの無い光
導波路を成長させて得られる自己形成光導波路による光デバイスを研究開発している。
(2)

自己形成光導波路の原理

光硬化性樹脂に光ファイバからの出射光を照射すると、光強度の最も強い光ファイバのコア中心部か
ら硬化が始まる。硬化領域は屈折率上昇を伴い、重合体中を伝搬する光波は重合体と樹脂液の界面で全
反射することで閉じ込められ、その結果、重合物が連続的に成長してコアとなる。ここで、光ビームの
拡がり角、光硬化性樹脂の硬化前後の屈折率差と透明性、重合反応速度等の整合性が得られると、直径
が一様な光導波路が高速形成される。自己形成導波路の先端部写真を 3.2.8(a)に、メカニズムを図
3.2.8(b)に示す。先鋭の自己形成光導波路を伝搬する光線は、徐々にコア／液体クラッド界面で入射角
が小さくなるとともに、界面に垂直方向のエネルギーの流れが増し、先端部周辺から強く放射すること
になる。このため軸方向の成長が最も早くなる。一方、テーパ側面からの放射光はゆっくりと成長する。
テーパ角が 0 度になった時に導波路中を伝送する全ての光が全反射するように条件を設定すれば、直径
が細い先端部ほど横方向の成長速度が速く、ちょうど平衡になった時に成長が止まる。

(a)アクリル系導波路先端部の写真

(3)

図 3.2.8
クラッド形成＆固形化技術

(b)均一径の導波路が形成されるメカニズム説明図

自己形成光導波路の先端部からの光放射

自己形成導波路技術でコアが作製された状態で、クラッド部は液体のままである。この状態でクラッ
ド部を重合反応させると、コアとの屈折率差がなくなり導波路としての機能を失ってしまう。そこで、
コア径や屈折率差に応じて 3 種類のコアとクラッド、一連の自己形成法を提案している。
クラッド置換型は、コア成長後に未反応の光硬化性樹脂を除去して低屈折率の光硬化性樹脂で置き換
えるものであり、コアが太くて剛直である場合に有効である。高 NA 化も容易である。
コア選択重合型は、硬化後の屈折率が相対的に高いモノマーA と低いモノマーB の混合液を用いる。
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コア形成用波長の光を混合液に照射すると混合液中のモノマーA が選択的に重合し、自己形成光導波路
が成長する。低 NA、小口径光ファイバに適している。
この他、中間的なクラッド選択重合型も開発されており、対応する光ファイバの構造に合わせて作製
法を選択することになる。

3.2.5
(1)

マスク転写法による UV 硬化性樹脂デバイスの光配線実装への応用
はじめに

光インタコネクションを実現するキーポイントとして、単純な組立と高い結合効率を得ることのでき
る接続技術の開発がある。自己形成光導波路技術は、高精度な位置合わせプロセスが不要ではあるが、
複数のチャンネルへの対応は難しい。そこで、東海大学では、光硬化性樹脂とフォトマスクを用いたマ
スク転写法を提案した。本項では、光電気混載基板上での光デバイスと光配線の接続に必要な光機能デ
バイスを、フォトマスク転写法を用いて検討した結果について述べる。
(2)

マスク転写法とは

図 3.2.9 に示すように、マスク面上より UV 光を照射することによって、マスク開口を通過した UV
光が樹脂を硬化する。図 3.2.10 (a)はディスク状の開口パターンを用いて作製した結果であり、直径は
50μm、長さはおおよそ 100μm である。図 3.2.10(b)はロッドとその周りにダム形の開口パターンを有
するフォトマスクを使用して作製したサンプルである。本方法は、マスクによって、超精密な断面形状
の導波路が製作できる、任意の開口形状をもつ導波路が製作できる、2 次元アレイが一度の照射で製作
できるといった特長がある。
UV光
フォトマスク

アウトレット
ロッド
UV硬化性樹脂

(a) 円形パターン

図 3.2.9
(3)

マスク転写法の概念図

図 3.2.10

(b) ロッド／ダムパターン

マスク転写法により作製したサンプル例

光出力ロッドをもつ VCSEL モジュール

アウトプットロッドは VCSEL 等の発光デ
電気配線層

バイスの出射スポットもしくは PD 等の受光デ
バイスの受光面に正確に形成され、更にフォト

チップ光
デバイス

マスクの開口形状を変えることにより、位置決

ソケット
チップ光
デバイス
プラグ

め用の穴等も容易に形成することも可能であ
光配線層

る。このチップ光デバイスを用いたアプリケー
ション例を図 3.2.11 に示す。(a)は光電気混載基

(a) OE-PWB 実装

板にチップ光デバイスを実装した例である。光

図 3.2.11

デバイスにより、発光デバイスからの光を閉じ
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(b) コネクタタイプ

アプリケーションモデル

込めたまま、光電気混載基板の光配線層へ効率よく光を伝搬することが期待できる。 (b)はコネクタモ
デルである。この場合、チップ光デバイスはソケットに挿入される。プラグは、ハウジング・光ファイ
バもしくはフレキシブル光導波路とガイドピンからなる。この場合のソケットとプラグの嵌合は、チッ
プ光デバイスに正確に形成された位置決め用の穴とガイドピンで行われるため、厳しい位置合わせは必
要ない。
(4)

くし形クラッドを有する 90 度光路変換素子

ボードレベル・チップレベルにおける光インタコネクションと本提案素子の実装構成を図 3.2.12 に示
す。光電気混載基板に LSI 等の電子デバイスと、面型の光素子の光デバイス双方を光表面実装技術によ
って実装することにより構成される。この場合でも従来の素子では、大きさや接続自体の問題により、
m× n チャンネル化が難しい。提案するくし形クラッドを有する 90 度光路変換素子の概観を図 3.2.13
に示す。本変換素子は、マスク転写法により作製されたくし形クラッドと、樹脂性のコアにより構成さ
れている。m チャンネルのコアはくし形クラッドの空気層に形成されるため、大きな屈折率差を得るこ
とができ、コアの曲率半径を小さくしても曲げ損失を低くすることができる。実際に試作したデバイス
で、くし形クラッドの曲率半径が 0.25mm の場合は、損失が 1.65dB あったが、解析では 0.25dB 程度
まで低損失化が可能であることがわかった。
コア

空気

くし形クラッド

図 3.2.12
(5)

OE-PWB 実装例

図 3.2.13

2×4 チャンネル光路変換デバイス

まとめ

光硬化性樹脂とマスク転写法による光接続デバイスを試作・評価した。更なる特性改善が必要である
が、本手法は、光インタコネククション実現に向けて、重要な役割を果たすと考えられる。光硬化性樹
脂を用いたマイクロ光部品は、実装精度の緩和に有望であり、実用化に向けた更なる低コスト化・低損
失性・高信頼性等の向上を今後に期待したい。

3.2.6
(1)

ポリマー光導波路簡易プロセスと簡易評価
はじめに

東北大学で実施しているハイブリッド材料、簡易プロセスおよび簡易評価技術の研究開発について述べる。
(2)

アドバンスト自己形成光導波路への展開

自己形成光導波路技術の更なる発展を目指して、接合型光導波路やフェムト秒レーザ誘導 3 次元光回路を
作製している。図 3.2.14 に接合型光導波路の作製プロセスと 3 次元接合型光導波路写真を示す。仕切りで隔
てたセル中に異種材料モノマーを注入し、光ファイバからの励起光を照射すると、仕切りを貫通して光導波路コ
アが成長する。写真より、異種材料コア間のアライメントは自動的に得られていることがわかり、後工程が必要なく、
透明導波路―機能性導波路―透明導波路の接合型光導波路が実現できる。
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図 3.2.14
(3)

自己形成光導波路技術を用いた接合型光導波路作製プロセスと接合型光導波路コア写真

ポリマー導波路簡易評価技術

ポリマー光導波路は、基本構成エレメントの特性を評価することによって実際のパフォーマンスを予測すること
が可能であり、設計や開発の迅速化に寄与できる。そこで、直線、曲線および分岐導波路を含めた評価のため
の簡易評価用光導波路エレメントチップを開発した。このチップには、基本エレメントが盛り込まれ、伝搬損失、
分岐特性、曲げ損失等の材料およびプロセスに起因する各種導波路パラメータを一括して測定できる。新たな
伝搬損失測定法として、光導波路アレイを斜めにカットすることにより、各々の導波路長を変化させることによっ
て、カットバック法と同等の測定ができる「45 度カット法」を提案し、その適用可能性および優位性を確認してい
る。45 度カット法がカットバック法と誤差範囲内で同じ伝搬損失を測定でき、測定時間を 1/5 に短縮できた。
(4)

ハイブリッド材料の開発

光導波路や積層膜等の光学素子へ応用することを目指し、ハイブリッド材料の作製と評価を行ってい
る。様々な屈折率を持つ無機ナノ粒子（TiO2、ZrO2）と、高い透明性と容易な加工性を有するポリマ
ーを用いて、ナノ粒子分散ハイブリッド材料を創製した。無機ナノ粒子を表面修飾し、ナノ粒子の分散
安定性の向上を試み、高濃度に導入した場合の屈折率制御性や透明性を実現した。現状、屈折率 1.9 以
上の透明ハイブリッド材料を用い光ナノインプリント技術による細線光導波路の作製を行っている。

3.2.7
(1)

光プリント回路基板実装技術
はじめに

日立製作所では、次世代Tbps級ルータ・サーバ内への光配線適用を睨み、高密度光プリント回路基板
を開発してきた。光配線にポリマー光導波路を適用し、光配線高密度化のため、多層・狭ピッチ化導波
路構造について検討してきた。また、基板上に搭載するアクティブ光モジュールとして、光素子―光導
波路間の光結合効率と光軸位置ずれトレランスを高めるために光I/Oパッケージを開発した。本項では、
上記光プリント回路基板実装技術に関するこれまでの開発事例を紹介する。
(2)

ボード間/内大容量光インタコネクト

ボード間/内で大容量の信号伝送を行う光インタコネクトシステムの実現課題として、高速・高密度
な光配線と、伝播および光素子と光配線間の光接続部の低損失化が挙げられる。光素子はアレイによる
高密度化に有利な面発光レーザや面受光型フォトダイオードが良く用いられる。光配線基板は、基板上
にポリマー材料を用いたマルチモード光導波路をラミネート、リソグラフィにより2層一体形成するこ
とで、光配線の高密度化を図っている。光I/Oモジュールは1パッケージ内に10Gbps/chVCSEL、PDア
レイと駆動ICアレイをそれぞれ集積し、総容量160Gbpsを実現している。また、光素子と光配線間の光
接続部にペアのレンズアレイおよび導波路に光閉じ込め構造を設けることにより、低損失化を図ってい
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る。図3.2.15に多層ポリマー光導波路基板と小型集積光I/Oモジュールで構成した、20Gbps光インタコ
ネクションの開発例を示す。
Lens Integrated PD
Substrate
(Ceramics)

光モジュール
Drv. IC LD

PD TIA
LSI

TIA (SiGe)
Connector

ルータ/サーバ

10 mm
20Gbps光受信モジュール
Waveguides
(12 ch x 2-layer)

mirror

mirror

FR-4
Polymer Waveguides

Mirrors

55 mm

Waveguides

光プリント配線基板(OPCB)
光導波路基板

図 3.2.15

20Gbps/ch 光インタコネクト実装基板の外観構造

光導波路基板上には、セラミック基板の表裏面に送信用 LD 光源、受信用 PD および駆動 IC を、そ
れぞれインタポーザを介して集積した、光 I/O モジュールを搭載している。本基板では、非球面レンズ
とレンズ一体集積 PD で構成した新規光接続構造を採用することにより、20Gbps 超高速化における技
術課題であった小径光素子とマルチモード導波路との高効率光接続を満足するとともに、光導波路を介
して 20Gbps 高速光信号伝送を実現している。
(3) チップ間光インタコネクト
携帯電話、PC 等の民生機器のチップ間で高速光信号を伝送するため、離れた筐体間での配線折り曲
げ等を考慮した耐屈曲性を備えた高速光配線が必要となる。そのためには、コア／クラッドの比屈折率
差を高くし、導波路内伝播光の閉じ込めを強くすることと、光伝播および光素子－光配線間光接続部を
低損失化することが必要となる。開発したポリマー光導波路基板と FPC を集積したチップ間フレキシ
ブル光電気混載回路ではデバイス実装層と、光配線層を複合化し、光導波路の端部に 90 度光路変換ミ
ラー部を形成している。また、配線端部の FPC 表面に 10Gbps×4ch の面発光レーザアレイ、面入射型
フォトダイオードアレイおよび駆動用 IC をそれぞれベアチップで搭載することにより、小型化を実現
している。
(4) まとめと今後の展望
光 I/O モジュールを多層光導波路上に搭載した、高速・高密度の光プリント回路基板と実装技術を開
発してきた。今後、これらの技術を本格導入するためには、各材料やデバイス・回路の更なる性能向上、
実用化に向けた部品・作製コストや耐環境性・長期信頼性等の見極めも不可欠である。

3.2.8
(1)

石英光ファイバ接続技術
はじめに

本項ではフジクラで開発している、現在の主な石英光ファイバの接続技術について解説する。
(2)

光電気変換コネクタ

光電気変換コネクタはコネクタハウジング内に電気／光変換モジュール、あるいは光／電気変換モジ
ュールを内蔵し、コネクタの端子を電気コネクタの構造とすることで、電気コネクタと同様の扱いを可
能にするコネクタである。近年、ハイエンドルータやサーバ、スパコン等のデータの大容量・高速伝送
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が要求されるアプリケーション向けに、高速な光素子を実装したトランシーバによる AOC（アクティ
ブオプティカルケーブル）が開発されている。図 3.2.16 にフジクラが開発した光電気変換コネクタを
示す。
多心光コネクタ

(3)

光ファイバを高密度に容易に接続可能な技術として、光ファイバ心線を複数実装し、一括で接続／脱
着が可能なMTコネクタ、MPOコネクタがある。これらのコネクタ素子は精密樹脂成形によって大量生
産が可能で、現在光インタコネクションで使用されている。
(a)

2次元配列多心光コネクタ

大容量データ伝送に対応するため、光ファイバを2 次元に配列して実装したMTコネクタが開発され
ている。このMTコネクタは、最大72心まで製品化がなされている。また同外形寸法で最大100心まで
実装可能なMTコネクタが開発レベルで実現されている。図3.2.17に2次元配列多心光コネクタを示す。
光 電気 複 合 ケー ブ ル
電気 プ ラグ
光
電

電

気

信

気

→

信

号

16M T

光

24M T

号

光

電

光→
号
信
気

電

信

号

10m m

72M T
1 0 0M T

気

2次 元 M T コ ネ ク タ
電 気 /光 変 換 ﾓ ｼﾞｭｰ ﾙ

図 3.2.16 光電気変換コネクタ
(b)

3.2.17

MPOコネ クタ

2次元配列MTコネクタ

光路変換コネクタ

装置内の基板上に実装する光コネクタでは、基板上からの高さ方向の制約があり、低背化が要求され
る。現在、送信側の素子にVCSELアレイを使用することが主流となっており、光は基板に垂直方向に
出射される。一方、一般的に光ファイバは、曲げ半径を小さくすることが難しい。このため、曲げに強
い細径ファイバによる光ファイバ直角曲げ方式の光コネクタや、光信号をコネクタ内に形成したミラー
面で反射することで光路を変更し、低背化を図った多心コネクタが開発されている。図3.2.18に示すフ
ァイバ曲げ方式の光コネクタは、細径ファイバをコネクタ内部で曲げ半径2mmで直角に曲げて組み立
てられ、高さ3.7mmのコネクタ内で光路を90 度変換している。図3.2.19に示す反射面で光路を変換す
るタイプのコネクタは、反射面の精密成形による鏡面形成部に金や合金の光学反射膜を蒸着して形成す
る方法の他、光学樹脂による空気層との全反射を利用するタイプも開発されている。

図 3.2.18

ファイバ曲げ式光路変換コネクタ

図 3.2.19
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ミラー式光路変換コネクタの概念図

(4)

メカニカルスプライス

光ファイバ同士を短時間で容易に接続する技術として、光ファイバをV溝部材の溝に整列して屈折率
整合材を介して突き当てた状態で、板バネで押圧をかけて接続するメカニカルスプライスが開発されて
いる。現在、単心、4心の2タイプが開発されている。
(5)

融着接続

融着接続技術は、石英光ファイバの永久接続技術として最も一般的な接続方法である。融着接続は、
高周波放電により光ファイバを溶かして接続する方式で、ファイバコアを検出して自動で低損失に接続
することが可能である。機種により単心から12心までの光ファイバの接続が可能で、近年では、異径ク
ラッドファイバの接続や異径モードフィールドファイバの接続にも対応している。
(6)

まとめ

石英光ファイバの接続は、既にコネクタ技術、融着接続技術による接続技術が確立されており、装置
間や電気基板間の光インタコネクト等に適用され始めている。しかしながら、今後光インタコネクト領
域が基板内、チップ間へと進む場合、現在研究が進められている光電気複合基板の光導波路と光ファイ
バとの接続技術が必要となる。また、コンシューマ向け製品に向け、低コストな接続技術が必要となる。

3.2.9
(1)

高速伝送電気配線の課題と光配線への期待
はじめに

サーバ装置内のバックプレーンとブレードボードを接続する機器内基板間の高速伝送信号は、プリン
ト基板上の電気配線により接続して伝送している。光通信ネットワーク伝送の大容量・高速化要求に対
して、バックプレーンでの挿入損失補償とともに、反射やクロストーク等に起因するノイズの低減が必
要になる。OKI プリンテッドサーキットでは、挿入損失、反射損失、クロストークの低減のためにコネ
クタやプリント基板に低誘電損失材料、スタブレススルホール、シールド等を採用し、また、送受信回
路のプリエンファシス、イコライザ等の信号波形歪補償回路の改良を加えて伝送速度要求に応えてきた。
本項では電気配線による 10Gbps/ch バックプレーンの現状と次世代 Tbps 級サーバ装置で求められる
>10Gbps/ch への課題についての調査し、光配線への期待事項について述べる。
(2)

10Gbps/ch バックプレーン

40Gbps/100Gbps イーサネット標準規格にバックプレーン向け 40Gbps 伝送方式が制定された。
10Gbps/ch×4 の並列伝送によりバックプレーンのブレードボード間を 40Gbps で伝送する。挿入損失
は基材の誘電率、誘電正接に比例して、また、銅配線長に比例して大きくなる。コネクタ、ビア等の不
連続点で特性インピーダンスが変化すると信号の反射損失が発生する。スルホールのスタブも信号の反
射損失を発生するので、バックドリルでスタブ部分を削除する。並行して走る配線トレースはクロスト
ークノイズを発生する。これらの挿入損失やノイズを送受信回路に内蔵されている信号歪補償回路によ
り低減することにより、10Gbps/ch×4 の並列伝送を実現している。業界標準 PICMG 3.1, R2 準拠の
ATCA プラットフォームやサーバ装置等で商用化されている。
(3)

> 10Gbps/ch の課題

次世代の光通信ネットワーク伝送の大容量・高速化要求に対して、チャネルあたりの伝送速度は
>10Gbps/ch を求められている。OIF の CEI-25 標準が定めた 25Gbps/ch の目標値に向けて各機関で研
究開発を進めており、幾つか報告されている。FCPBGA パッケージの送受信回路チップをプリント基
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板に半田接続した場合のシミュレーションモデルを作成して、単位断面積あたりの伝送能力について報
告されている。送受信回路チップは C4 パッド、ビアでパッケージに接合し、パッケージとプリント基
板は半田接合する。プリント基板の基材は挿入損失が低い低誘電率材を使用する。パッケージおよびプ
リント基板の隣接配線間のクロストークをモデルに組み込んで伝送信号のアイダイアグラム、ビットエ
ラーレイトをシミュレーションし、最適解が得られようにイコライザのタップ定数を設定する。パッケ
ージとプリント基板の仕様は、現在可能な製造プロセス条件を入力してシミュレーションから得られた
結果、20Gbps 信号の伝送可能距離は 60cm である。
LGA は 50mm 角の 2,500 ピンから 1,900 ピンを信号対電源比 2:1 で高速信号に割り当てたとき、
12.6Tbps（1,900×1/3×20Gbps）伝送ができると想定している。これらから 300Gbps-m/cm2 の伝送能
力密度が算出される。図 3.2.20 に示すように 1mm ピッチ間隔 LGA のフルグリッドパッドと銅箔配線
トレース幅を考慮すると、LGA 周辺部に引き出せる差動ペア配線は、プリント基板 1 層 1 パッド間あ
たり 1 ペアが限界である。電気配線プリント基板の限界の一つはここにあると考えられる。

図 3.2.20
(4)

LGA 配列からの差動配線引き出し例

光配線基板への期待

C4 接合や LGA 接合等は今後製造プロセスの改良で更に実装密度を上げることは可能と考えるが、ピ
ッチを狭めるとクロストークが上がる、配線幅もシュリンクして挿入損失も併せて上がっていくので大
幅な改善は困難と思われる。この点が電気配線プリント基板の課題であり、限界でもあると思われる。
したがって 3 節で予測されている装置内バックプレーンの Tbps 級のサーバ装置の要求水準に届くため
には更なる技術開発が求められる。Tbps 級の伝送能力の実現には 3.2.2 項で紹介されている光プリント
基板の高い伝送能力密度があり、今後益々期待が集まると考える。

3.2.10

まとめ

本項では、まず第 3.2.1 項で、この調査委員会で注力するポリマー光導波路について、最先端の技術
開発項目を俯瞰し、現状と今後の技術開発項目をまとめた。3.2.2 項以降は、本調査委員会委員に一つ
の項をそれぞれ担当頂き、自社・自大学での取り組み状況やこの調査委員会に期待することを執筆頂い
た。材料⇒デバイス⇒装置⇒システムの方向で光配線・接続システムへの取り組み状況を理解できるこ
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とであろう。最後の二つの項では、光配線・接続システムを実用化していくための関連技術として、石
英系光ファイバの接続技術と電気配線の高速・高密度化技術について執筆頂いた。
これらのバックグランドを持つ調査委員の方々により調査研究は実施された。
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３－３ プリント回路基板へのポリマー光導波路の適用
3.3.1 背景、適用箇所
IT 機器、特にサーバ装置内のバックプレーンやミドルプレーンとブレードおよびスイッチボードを接続
する機器内・ボード間・チップ間の信号伝達においては、年々増大する大容量・高速化の要求に対してその
性能が限界に達しつつある。この問題を解決するため、大容量・高速伝送技術として、光配線技術が脚光を
浴びている。サーバ内の光配線ボード適用に関しては、上記の光伝送リンクを考慮すると、光配線の全長は
約 1m であり、また接続箇所は 7 カ所になる。このように、長さや接続部位の関係で、ポリマー光導波路を
適用させるためには、それぞれの損失実力がどの程度見込まれるのか、調査・分析を行う必要があり、今後
の低損失化に向けた課題を浮き彫りにする必要がある。
そこで、本節では、これらの課題解決のキー技術と期待されている光配線・接続システムに関して、特に
光コンポーネント間の接続方式の開発状況の調査･分析と、実用化・普及のために開発すべき技術課題を抽
出する。
現在の光通信ネットワークは、光信号伝送媒体である光ファイバと、光送受信器を入出力ポートに持つル
ータ・スイッチといったノード装置が重要な役割を担っている。近年、一般ユーザに向けた FTTH(Fiber To
The Home)などの高速ブロードバンドサービスの普及により、これらの装置のスループットは急速に高
速・大容量化が進められている。このような状況の中で、IT 機器内で従来用いられてきた電気インタコネ
クトもチャンネル当り 10 ～25Gbps/ch 以上の伝送が要求されている。しかしながら、高速化による高周波
ノイズの発生に起因した機器の誤動作や、高周波信号の伝送損失発生による新たな波形調整素子等の必要性
などの要因により、その速度限界が問題になってきている。これに対し、光は無誘導性であるため、光信号
の伝送線路間におけるノイズ、クロストークは発生しないとともに、反射や損失についても、その変調周波
数と無関係であり、制御も容易である。このように、光配線を用いた基板間・内の高周波信号伝送は、従来
の電気伝送に対して大きなメリットと可能性を秘めており、各機関においても本光配線技術に関する開発が
盛んになってきている。
また、近年の LAN と装置内伝送のトレンドから推測すると、ボード間/内光インタコネクト技術の導入に
関しては、今までシーズ指向による希望論的な面もあったが、最近では次世代および次々世代 Tbps 級ハイ
エンドルータ・サーバを支える技術として、具体的なニーズが高まりつつあるといえる。以上のことから、
光インタコネクト技術の適用アプリケーションの有力候補としては、現状ルータ・サーバなどの IT 機器内
のボード間/内伝送が挙げられる。更に、光インタコネクト普及のための更なる展開としては、電磁ノイズ
対策や省スペースの観点で、携帯電話や PC など民生機器向けへのチップ間高速光インタフェース技術の適
用が進められることによって、部品の高汎用化が期待される。
3.3.2 課題と技術アプローチ
(1) IT 機器内への光配線ボード適用条件と開発項目
本項では、IT 機器、特にサーバ装置内への光配線ボード適用をケーススタディとした場合の、適用条件
および技術課題ならびに各開発項目について述べる。
サーバ機器の基本構成および光伝送リンク構成例を図 3.3.1 に示す。図 3.3.1 (a)のようにサーバの基本構
成として、ミドルプレーンの表裏面に 8～16 枚程度のブレードと、各ブレード間で処理される信号を別の
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ブレードに伝達するスイッチボードが接続されており、ミドルプレーンを介してブレードとスイッチボード
間でやりとりされる高速信号は、各ボードに設けられた信号配線（現状はメタル配線）内を伝搬する。
次に図 3.3.1 (b)に、上記信号配線に光配線を用いた場合の機器内光伝送リンク構成例を示す。光リンクと
して送信（Tx）モジュール、受信（Rx）モジュール、光導波路および光ファイバ等の光配線が載置される
ブレード、スイッチボードならびにミドルプレーンで構成される。また、ミドルプレーンと、ブレードおよ
びスイッチボード間は光コネクタを介して光接続され、ミドルプレーン中の任意の部分においても、ブレー
ド接続面とスイッチボード面のボード表裏面間での光接続部分が設けられる。

ブレード
①光源出力

③光伝播

ミドルプレーン
⑥光伝播

⑧光伝播

スイッチボード
⑪光伝播

⑬受信感度

受信
(Rx)

送信
(Tx)
②光素子-光配線接続

⑫光配線-光素子接続
⑦ボード表裏間光接続
④,⑤ボード間コネクタ接続
⑨,⑩ボード間コネクタ接続

(a) サーバ基本構成例

(b) 機器内光伝送リンク構成例

図 3.3.1 サーバ機器の基本構成および光伝送リンク構成例
次に、前述したサーバ機器内への光配線ボード適用時の主課題を以下に挙げる。
(a) ≧10Gbps/ch の高速信号伝送が必要
(b) 全配線長（信号伝送距離）が長い：約 1 ｍ（ブレード～ミドルプレーン～スイッチボード）
(c) 光接続部位が多い：計 7 箇所（光素子-光配線間:2、ボード間光コネクタ：4、ミドルプレーン表裏
面接続:1）
(d) 従来プリント基板の製造、実装手法と親和性の良い光配線一体ボードの作製
以上を基に、上述した(a)～(d)の適用課題に対して、光配線ボードとして今後具体的に検討および取り組
むべき技術課題を以下に挙げる。
(a’) 高速マルチモード光信号伝送を可能とする、高速光モジュールおよび低モード分散光配線
(b’) 機器内ボード間(～1 m)を可能とする低損失ポリマー光導波路材料開発
(c’) 光接続部低損失化
(d’) 光配線一体ボード製造技術
次に、上述したサーバ装置内への光配線ボード適用をケーススタディとした場合の適用条件および各技術
課題に対して、後述(2)～(5)で説明する各技術を装置内の各部位に適用した際の予想効果を検証した。表
3.3.1 にサーバ機器内高速光伝送リンクロスバジェット結果を示す。
表 3.3.1 の結果から、波長 850 nm では損失マージンが 0.5 dB、波長 1310 nm の場合は 5.7 dB となるこ
とが見積もられた。本損失マージンは、表 3.3.1 で挙げた項目の他、多チャンネル光素子駆動や光配線伝播
における電気および光のクロストークによるペナルティや、長期間部品駆動による性能劣化分、或いは(2)
で述べる、マルチモード高速信号伝送時におけるモード分散などによる、ノイズなどの伝送ペナルティ分な
どとして割り当てられる。そのため、波長 850nm では損失マージンが未だ不十分であり、更なる光部品実
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装の損失低減や、光素子・回路などの性能向上が必要である。一方、波長 1310 nm の場合は、本見直し構
成によって適当な損失マージン分を確保可能の見込みであるが、光導波路の材料損失が依然として大きいこ
とと、光部品コストや回路の消費電力なども含めて、光配線技術を適用した際にシステム全体としてメリッ
トを生かせるかについて、更に詳細に考慮する必要がある。
表 3.3.1 サーバ機器内高速光伝送のリンクロスバジェット見直し結果
ブレード
ﾋﾞｯﾄ
ﾚｰﾄ

波長

>10
Gb/s

ミドルプレーン

①
光源
出力
[dBm]

②
光素子光配線
[ｄB]

③
光伝播
[ｄB]

④
ｺﾈｸﾀ
[ｄB]

⑤
ｺﾈｸﾀ
[ｄB]

⑥
光伝播
[ｄB]

850
nm

0

-1.5

-0.5

-1.0

-0.5

-0.5

1310
nm

5

-1.5

-2.2

-1.0

-0.5

-0.2

スイッチボード

マー
ジン
[ｄB]

⑧
光伝播
[ｄB]

⑨
ｺﾈｸﾀ
[ｄB]

⑩
ｺﾈｸﾀ
[ｄB]

⑪
光伝播
[ｄB]

⑫
光素子光配線
[ｄB]

⑬
受信
感度
[ｄBm]

1.5

-0.5

-0.5

-1.0

-0.5

-2.5

-11

0.5

1.5

-0.2

-0.5

-1.0

-2.2

-2.5

-14

5.7

⑦
表裏面
光接続
[ｄB]

次項以降にて、上記(a’)～(d’)の各技術課題に対して、各々の詳細な課題の検討と、各機関にて研究開発さ
れている各ソリューション技術の調査結果について報告するとともに今後の展望について述べる。
(2) 高速マルチモード光信号伝送技術
機器間などの短距離（≦600m）で高速の信号伝送を行なう光インタコネクションでは、光配線の媒体と
して従来より光通信システムで用いられてきた、光素子と光配線間の低損失光接続に有利なマルチモードフ
ァイバが適用されている。上記機器間・内高速化における技術課題として、マルチモード光配線のモード分
散による、伝送スキューに起因した高速伝送特性の劣化が挙げられる。特に、コア内の屈折率分布が一様な、
ポリマー光導波路などのステップインデックス形のマルチモード光配線では、光導波路内を伝播する光は光
導波路のコア内を直進するモードと、屈折しながら伝播するモードが混在する。モード分散の発生原因とし
て、入力光ビーム径とコアサイズの違いによって生じるモード不整合による多モード化と、コアサイズ或い
はコア／クラッド屈折率差で決まる、光導波路構造特有の多モード光伝播が考えられる。
上記モード分散による伝送スキュー劣化回避の対策案として、コアに屈折率分布を付与した光導波路
（Graded Index ：GI 型）の作製や、コア小径化などが有効であり、本技術に関する研究開発が各機関に
てなされている。一例として、GI 型コアを有するポリマー並列光導波路の開発例がある。また、GI-POF
（Plastic Optical Fiber）を用いて 51.8Gbps の超高速光信号の 100m 伝送を実証した報告例や、コアを小
径化（30μm□）した光導波路を用いて 20Gbps の高速光信号伝送を実証した例なども報告されている。
今後の機器間・内高速マルチモード光信号伝送技術として、本項で紹介した、20Gbps を超える高速光
源モジュールや低モード分散光導波路技術などが、技術課題を解決するソリューション技術となり得ると期
待される。

3.3.3 ポリマー材料と伝搬損失（λ850/1310nm）の現状実力値と限界見積もり
これまでの報告事例を踏まえ、まずポリマー光導波路に使用される各種材料について概説し、次いで光導
波路形成を目的とした特徴のある各種プロセスについて説明する。更にこれらの材料およびプロセスにより
形成された光導波路の光伝搬損失の現状実力値についてまとめ、その限界特性についても言及する。
光導波路構成材料については、従来から各材料メーカの特徴を活かした提案がなされており、アクリル系、
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エポキシ系、ポリイミド系、ゾル－ゲル系、ノルボルネン系など多岐に渡る。これら一連の材料群に対する
導波路形成プロセスは個々の材料系の諸特性を上手く引き出す形で開発が進められており、転写複製法、ド
ライエッチング法（RIE）
、現像法（リソグラフィ）
、フォトブリーチ法、フォトアドレス法、自己形成法等、
多種多様なプロセスがこれまでに報告されている。最終デバイスの層構成やデバイスアセンブリ工程時の処
理条件、更にデバイスに対する要求特性に応じて、最適な材料系およびプロセスが選択されてきており、光
配線市場が今後形成され牽引役となるデバイス群の仕様および特性が明確になるにつれて、市場側からの要
求に応える形で材料系およびプロセスは徐々に絞り込まれ最適化されていくことになると予想される。まず
ポリマー光導波路用途向けとしてこれまでに報告されてきた代表的な材料系について総覧する。
(1) アクリル系
主材料にアクリル系高分子材料を含むもの。C-H 吸収の影響を低減した重水素化 PMMA を使用したものや UV
硬化を利用したものが報告されている。アクリル系は材料骨格改変による諸特性の調整が容易である点が一つの特
長だが、耐熱性改良が課題となる場合がある。
(2) エポキシ系
UV 硬化とフォトリソを組み合わせた例の他、所定の鋳型を利用する例もある。プリント配線板に使用されてきた材
料に近い材料系であるので報告例は比較的多い。
(3) ポリイミド系
最大の特長である耐熱性を活かし、リジッド配線板に内蔵した事例やオンボード配線とした事例等が多い。各種
感光材料との組み合わせにより感光性を付与させた例や、C-H 結合由来の光吸収の影響低減の目的で水素原子
を重水素やフッ素に置換した例もある。
(4) シリコーン、ポリシラン系
シリコーンでは熱光学現象（TO 現象）を利用したスイッチングデバイスへの応用についての報告例がある。ポリシ
ラン系では側鎖開劣反応を利用した簡便なフォトブリーチ法が提案されている。
(5) 有機無機ハイブリッド系
無機成分とハイブリッドすることにより熱特性（熱膨張係数等）を改良した事例が報告されている。
(6) 脂環式ポリマー系
フッ化環状エーテル化合物やポリノルボルネン系材料が報告されており、いずれも比較的柔軟で且つアモルファ
スな構造を有することが特徴。前者は C-H 結合の影響を排除するため、全て C-F 結合に置換している。後者は Tg
が高く耐熱性に優れていることが特徴であり、併せて現像やエッチング処理の不要なプロセス（フォトアドレス法）を
提案した事例がある。

次に、光導波路形成のための代表的なプロセスについて概観する。光導波路の光学特性はプロセスにより左右
される点が大きい。例えば光導波路のコア部の歪みやうねり、壁面荒れ、剥離等は光導波路形成プロセスの途中で
発生する現象であり、これらは光学特性に直接的に悪影響を及ぼす。材料系とプロセスは常に組み合せて開発さ
れるべきものであり、特にプロセスについては品質安定性に直接的に影響を与える要因を内包していることが多い
点には注意すべきである。
(1) 転写複製法
精密加工された型を用いて光導波路を複製する方法。量産性に優れているとされる。光導波路パターンの複雑
化や高密度化への対応方法や、精密型の維持管理方法が課題となる場合がある。
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(2) ドライエッチング法（RIE）
半導体製造工程に用いられる RIE 法を応用した方法。半導体製造機器類が転用可能。種々の材料系に適用可
能である一方、プロセス由来の欠点（側壁粗れ等）への対応が課題とされる。
(3) 現像法（リソグラフィ）
光照射に続く湿式現像（化学現像）工程によりパターン形成する。既存設備を流用し易い利点がある一方、湿式
現像の処理条件の不安定性が直接的に光学特性に影響を及ぼしやすい。
(4) フォトブリーチ法
光照射により材料系中で屈折率変化を起こす方法。屈折率変化の方法として、光照射により開劣反応を起こす
官能基を材料系中に導入することが多い。光照射のみでプロセスが完結することが長所であるが、光導波路形成後
の各種安定性が一般的に課題とされる。
(5) フォトアドレス法
フォトブリーチ法と似ているが、光照射により引き起こされるのは光導波路の潜像形成のみであり、続く加熱処理
等のプロセスによりコアが形成されるという点が異なる。光導波路のパターン指定とパターン形成がそれぞれ分離し
た別工程となっているため、光導波路の安定性および信頼性が改良される。
(6) 自己形成法
光硬化性モノマー溶液に光を直接入射することにより、導光箇所のみを直接硬化させて光導波路を形成する方
法。「光はんだ」とも呼称され、将来の低コスト実装技術として期待されている。
最後に、材料系ごとの伝搬損失の現状実力値について、これまでの報告例を元にまとめた結果を表 3.3.2 に示
す。
表 3.3.2 光導波路材料の伝播損失実力値

なお、伝搬損失の限界を理論的に見積もることは可能であろうが、その際に考慮すべきポイントは①材料系が光
源の波長帯に材料固有の過大な吸収を持たないこと、②導波路作製プロセスに起因する散乱や吸収が少ないこと、
の 2 点である。①については使用する材料の吸収スペクトル等からある程度の推測が可能となる。また②について
は可能な限りエッチングや化学現像等のプロセスのないものが好ましい。これまでの報告例を踏まえると、どの波長
領域についても 0.03dB/cm 程度までは実現可能であろうと考えられる。
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3.3.4 ボード上実装光素子/光導波路―光導波路間の各光接続方式と損失実力
(1) はじめに
本項では、ボード上実装素子と光導波路や光導波路間の光接続方式について俯瞰し、それぞれの特徴を概説
するとともに、損失実力について述べる。
(2) 各光接続方式と損失実力
図 3.3.1(ｐ28)に示すようなサーバ機器の基本構成例と、信号伝送に光配線を用いた場合の光伝送リンク構成例
をケーススタディとする。このうち、光コンポーネントや光配線の接続に関わる部分は、図 3.3.1 で示した 7 カ所であ
る。ミドルプレーンの両面にブレードやスイッチボードが挿入接続されているような系では、光路変換および 3 次元
光配線といった接続に特有の光エレメントが必要となり、その接続部分の推定損失値も純粋な光配線損失に比較し
て無視できない要因である。そこで、以下では、VCSEL/PD―光導波路間の接続方式について、最近の各機関の
検討例について述べる。
(a) 光ピンの事例
光電気混載基板上の光デバイスと光配線間接続に必要な光接続デバイスの一つに、光ピンがある。光電気混載
基板では、基板表面に搭載される光デバイスと基板内の光配線との結合を、高い光結合効率で実現する接続技術
が必須である。更に製作コスト削減のために、パッシブアライメント可能になることが望ましい。このためには、図
3.3.2 に示すように接続に際して広い位置合わせトレランスを有すること、光デバイスから光配線まで導波路で光信
号を伝送すること、90 度の光路変換を行うこと、などを考慮している。光ピンには、マルチモード光ファイバの端面を
45 度にカットした部品、あるいは図 3.3.3 に示すように、フォトマスクを介した自己形成光導波路技術により光硬化性
樹脂で作製した部品などが報告されている。
125 μm

LSI
VCSEL

PD

OE‐SMD
OE‐PWB

Optical Waveguide
Driver

Optical Pin

Receiver

Optical Pin

図 3.3.2 光ピンおよび光導波路への
光路変換光接続概念図

図 3.3.3 マスク露光による光ピンの作製方法と作製した光ピン

(b) 光ビアの事例
光ビアは、光配線板が形成されたプリント基板間の三次元光接続に有効な光接続技術であり、スルーホー
ル内に光伝送路を形成したものである。京セラ、あるいは日本特殊陶業で開発されている。光ビアの事例で
は、高密度光電気配線基板を貫通するように作製したスルーホール内に、透明なポリマー材料を注入して基
板を貫通する光ビアを作製している。光ビアのサイズは直径が 150µm、長さが 0.75mm であり、高アスペ
クト比 5 を有している。GI-50/125µm 光ファイバを使用して測定した光ビアの挿入損失は 4.9dB であり、
1dB ダウン幅は二方向とも±20 m である。また、マルチモード光導波路、光路変換ミラー、光ビアを組み
合わせることで、配線基板を貫通する構造の三次元光配線が構成でき、全長 20cm で 12.5Gbps の高速光伝
送を実現している。次に図 3.3.4 に光導波路スルーホールの事例を示す。同様に配線基板（パッケージ）を
貫通するようなスルーホールを作製している。光導波路スルーホールでは、低損失化のためにコア／クラッ
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ド構造を採用している。コア剤およびクラッド剤の屈折率はそれぞれ 1.57、1.41 であり、表面荒さは 70nm
と平滑化させている。全長は 0.4mm で挿入損失は 1.5dB と報告されている。また発光素子～光導波路スル
ーホール～受光素子の光リンク（全長 10cm 以上）で 4ch×10Gbps およびパッシブアライメントによる光
リンク損失 6dB の光伝送も実現している。
ガイドピン 光素子
(VCSEL)
コントローラ
CPU

配線基板

LSI
パッケージ

フィルム光導波路

ソケット

取扱い性、高精度位置合わせ

２．光コネクタ

３．アライメント機構

クラッド
光信号⇒損失低減

１．微小径ドリル加工 ２．クラッド層の
形成

マザーボード

簡易取扱い性、ガイドピン接合

樹脂材料
コア

プロセスフロー
ソケット

光素子

9 配線基板を垂直に光透過する部品
9 基板作製技術、印刷技術を併用

１．光導波路型スルーホール
光素子（PD)

パッケージ

光導波路型スルーホール

損失低減、光結合効率の向上

樹脂材料

配線基板

３．コア材穴埋め
硬化

4．両面研磨

スクリーン印刷

粗面

クラッド

平滑面

クラッド

コア

(a)光配線コンセプト
(b)光導波路スルーホール作製法
図 3.3.4 光導波路スルーホールの事例
これらの事例は３次元光配線に適用できる技術であり、特に今回のケーススタディでのミドルプレーン表
裏面間の光接続には有効な技術である。ミドルプレーンの厚さは現状で 2mm、将来的には多層化に伴い
4mm が必要とされる。したがって、これらの３次元接続の低損失化は重要な課題である。
(c) レンズ結合の事例
レンズを介した光結合に関しては、多くの機関での事例がある。NEC の PETIT では、光結合効率やフ
ァイバ搭載制度の緩和のため、マイクロレンズアレイおよびコネクタ位置決めピンを取り付けている。レン
ズアレイは、250µm ピッチの間隔で屈折率が 1.8 の高屈折率ガラスを用いている。VCSEL から MT コネ
クタへの結合損失は 3dB 以下である。また、IBM では光インタコネクション技術として、レンズと光路変
換ミラーコンポーネントによって受発光素子―光導波路間の接続を行っている。レンズの最適設計により、
低損失化を図っている。
図 3.3.5 は富士通コンポーネントが発表した光路変換一体コネクタである。ミラーではなく、曲がり導波
路を用いた光路変換を実現している。光導波路はポリマーの成型加工で作製している。その際、入出力両側
にマイクロレンズアレイも一体的に成型加工することにより、低損失結合と低コスト化に寄与している。ま
た、結合も含めた全体の挿入損失は 1.6～2.5dB であった。更に、本コネクタを用いて、図 3.3.6 のような
並列光トランシーバを構成している。100m 長で 5bps×4ch が報告されている。

図 3.3.5 光路変換一体コネクタ事例

図 3.3.6 並列光トランシーバ
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(3) 光配線接続技術の課題
本項では、ITサーバ内に光配線を巡らすための基本要素として、各コンポーネント間の接続方式の開発状
況の調査･分析を行い、その損失例を紹介した。約1mの光配線全長中に7カ所の接続部分があり、その損失
がリンクバジェットの多くを占めている。この接続損失低減が第一に考慮しなければならない課題であろう。
また、接続部分の位置ずれに対するトレランスを確保するような実装技術で作製・アセンブリできることが
求められる。自己形成光導波路や位置決めピンなどの簡易接続方式が提案されており、その技術の一層の発
展が望まれる。一方で、将来のより広帯域伝送に対応できること、より高密度化に対して何らかの適応性が
あることも次の課題として挙げられよう。
3.3.5 プリント基板上光素子/ポリマー導波路一体基板作製技術
(1) はじめに
サーバ装置内のバックプレーンとブレードおよびスイッチボードを接続する機器内基板間の信号接続は
プリント基板上の電気配線により伝送しているが、年々増加する光通信ネットワーク伝送の大容量・高速化
要求に対してその限界が問題になっている。それに対して大容量・高速伝送に対応可能な技術として光配線
の開発が活発化していて、バックプレーンとしては光ファイバとプリント回路基板を組み合わせる形態があ
る。増大する大容量化への要求に対して更なる高密度化が求められおり、プリント基板と光配線を一体化す
る形態が提案されている。また従来のプリント基板の製造プロセスを使ってポリマー光導波路をプリント基
板上に一体化形成方式が高密度化のみならず光配線形成の低コスト化方式の手法として期待が集まってい
る。
本項では、プリント基板の高密度化への技術動向と、プリント基板の製造プロセス技術を使用してポリマ
ー光導波路を形成する光配線一体ボードの製造プロセス技術の開発状況と課題について調査・分析する。
(2) プリント基板の高密度化動向と製造技術
プリント基板の高密度化技術動向として、電気部品を基板内に埋め込む部品内蔵プリント基板技術動向を
概説する。次にプリント基板の製造プロセスを使ってポリマー光導波路を形成する技術の開発状況と課題に
ついて述べ、その課題解決についての取り組みと展望について述べる。
携帯機器の高機能化に伴い電子機器は小型、軽量、薄型化が求められており、電気部品のパッケージは 2
次元から 3 次元の実装技術により小型化技術の進化が進み、高密度化を実現してきた。プリント基板におい
ても、3 次元の実装技術により電気部品をプリント基板の中に埋め込んで内蔵する部品内蔵プリント基板が
開発され商用化されている。電気部品を 3 次元に実装配置すると、部品端子間を接続する信号回路の電気配
線長さは 2 次元の平面に実装配置されたそれよりも更に短くできるので、回路信号の伝送損失が低減されよ
り高い周波数領域まで伝送できるようになる。10Gbps 以上の高速素子同士を短い電気配線で接続して一体
化する高速機能モジュールなど高速信号用途でも部品内蔵プリント基板は注目されている。このように部品
内蔵プリント基板は、ビデオカメラの高機能化、有線・無線通信機器の小型化・高速化などの用途として採
用されており、今後、車載用、コンシューマ製品用、産業機器用、インフラ機器用と幅広いニーズに広がる
と予測される。多様な要求に対応するには、受動部品だけでなく能動部品も内蔵し、ある機能を持ったモジ
ュールの製造技術も必要である。能動部品と受動部品を内蔵した部品内蔵プリント基板について、接続技術、
部品内蔵プリント基板の部品内蔵方法、製造方法について述べる。
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(a) 部品内蔵プリント基板の接続技術
ある機能を持つ機能モジュールとして部品内蔵プリント基板を作製するには、内蔵する部品は従来の電気
部品を使用できること、LSI などの能動部品や抵抗、コンデンサなどの受動部品の両方を同時に実装し接続
できること、および高信頼接続性を確保しながら低コストで製造することが求められる。これらの要求に応
えられる接続技術として、プリント基板の製造プロセス技術とプリント回路基板の鉛フリー半田を使用した
リフロー方式の半田接合の実装プロセス技術がある。
内蔵する電気部品の実装工程は、プリント基板製造上の途中工程に入るのでプリント基板のワークサイズ
で実装できることや薄い板厚のプリント基板に対して部品実装ができることが求められる。これらを考慮し
た半田印刷機、マウンター、リフロー炉、検査機を揃えた実装工程ラインが必要である。
(b) 部品内蔵プリント基板の製造方法
部品内蔵プリント基板の製造工程(4 層板のケース)を次に説明する。2 層板の表裏に写真法により銅の回
路形成を行い、クリーム半田印刷後、リフロー半田付け方式により部品を実装後、フラックス残渣を洗浄す
る。その後、実装した基板をプリプレグと銅箔で上下からはさみ込むように積層し、加熱圧着する。圧着時
に部品に応力がかからないよう、部品高さを考慮した厚さのプリプレグを選定する。以降、表層の製造工程
は、通常のプリント基板の製造方法と同様であるが、部品内蔵しているプリント基板を扱うので、曲げ、折
れ、静電気等細心の注意が必要である。
(3) 光配線一体ボードの製造技術と課題
プリント基板上にポリマー光導波路を形成する光配線一体ボードについては研究開発の段階であり、幾つ
か報告されている。光配線一体ボードを形成する上での材料、光配線接続方法、製造プロセス、光素子実装
方法については様々な提案がなされているのが実情である。
光配線一体ボードは光配線と電気配線を併せ持つプリント基板に、更に光素子と電気部品を同時に実装す
ると考えられる新しい概念のボードである。しかしながら電気配線用の従来のプリント基板を製造する技術
をベースに光配線を形成する工程を付加するというような複合化製造プロセスが必須になる。次のような事
項が光配線一体ボードに一般的要求事項として挙げられる。
(a) 従来のプリント基板の製造工法が適用可能（リソグラフィによるパターン形成と積層構成など）
(b) 光素子とその関連部品を実装するための光ビアなどを形成する構造と光配線接続工程
(c) 電気部品を半田接続するために、ピーク温度 260℃、3 サイクルの鉛フリー半田によるリフロー工程
(d) 従来のプリント基板並みの耐熱性
（-40℃～125℃液相 300 サイクル）
、
耐湿性
（85℃・85％RH・1000H）
や各種機械的強度などの信頼性確保
光配線一体ボードの作製工程においては前項で指摘があるように、次のような課題が挙げられる。
(a) FR-4 などのガラスエポキシ材料で作製されたプリント基板とポリマー導波路との線膨張係数（α）の
差が大きい（ガラスエポキシ材料は 16ppm/℃に対してポリマー導波路はその 2 倍以上）ことによる、
加熱印加するプリント基板の積層構成工程や部品実装のリフロー工程での基板の反りや剥離の発生
(b) ポリマー導波路を形成した後に、銅箔による電気配線形成やポリマー導波路材料に形成する銅スルー
ホールの密着性や応力歪の影響について対策
(c) ガラスエポキシ材料のエポキシ樹脂とポリマー導波路材料との接着面における接着性の対策
(d) ガラスクロス目の影響で表面が凸凹していることにより発生する光導波路のうねり（ガラスエポキシ
材料がガラスクロスとエポキシ樹脂で構成されていることによる）
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(e) 電気回路パターンとして形成される銅箔の箔膜厚さにより発生する光導波路のうねり（銅箔は数十ミ
クロンあり、ガラスクロス目と同様に凸凹ができる）
光配線一体ボードの開発例において以上の課題に対して解決策例を以下に挙げる。光導波路の材料として
従来のプリント基板に使われているものと同じ UV／熱硬化エポキシ樹脂ベースの感光性光導波路用フィ
ルム材料を開発し、光導波路の回路長１ｍの光配線一体ボードで 10Gbps の信号伝送が可能であると報告が
されている。 開発された感光性樹脂は、ドライフィルム状とすることで、大型サイズ基板や多数個取りと
いった大面積化への対応や、従来のプリント基板と同様な製造工法（積層成形、フォトリソグラフィでの導
波路形成等）の採用を可能とし、低コスト化の期待ができる。更に、高い耐熱性を有することからリフロー
による電気部品の実装が可能である。ガラスクロス目の影響を避けるために平滑性の高い仮基板に光導波路
を一旦形成した後にガラスエポキシ材料のプリント基板に転写する工法を採用している。図 3.3.7 にその製
造プロセスを示す。
(1) 仮基板上への光導波路形成工程
①クラッド形成工程

②コア形成工程

キャリアフィルム

③ミラー形成工程

キャリアフィルム

④クラッド形成工程

コアフィルム

クラッドフィルム
導波路コア
カバーフィルム

金

カバーフィルム

仮基板
・クラッドフィルム
ラミネート

・コアフィルム
ラミネート

・UV硬化

・マスク露光および現像
（フォトリソグラフィー）

(3) 表層の電気回路用
積層板形成工程

(2) プリント配線板への転写工程

・ミラー面形成
・金成膜形成

(4) 電気回路
スルーホール
形成工程
スルーホール

・クラッドフィルム
ラミネート

(5) ソルダーレジスト
形成、光素子実装
電極開口形成工程
ソルダーレジスト

プリント配線板
・反転

・プリント配線板ラミネート
・UV硬化

・表層の電気回路用
積層板形成

・仮基板剥離

・電気回路形成
・スルーホール形成

・ソルダーレジスト成形
・光素子実装電極開口

図 3.3.7 OE-PWB 作製プロセス例
プリント基板とポリマー導波路との密着性を確保する方法として、従来のプリント基板と互換性がある
Upilex® polyimide の厚い層と、両サイドに積層された Resin Coated Copper (RCC)との異種材料で構成さ
れた複合層基材上に、光導波路を積層した光配線一体ボードが報告されている。銅箔はエッチングで取り除
かれ残ったレジンが Upilex® polyimide に接着され、光導波路の材料との接着性を向上させている。
以上、本項で紹介したように、従来のプリント基板の製造プロセスを取り入れた光配線一体ボードの課題
解決に対して技術開発が進展している。今後は、光素子の実装方法など実用化に向けた技術開発の推進が期
待される。
3.3.6 まとめ
機器間／内光インタコネクション技術の導入に関して、近年、電気の限界が具現化していくとともに、次
世代および次々世代Tbps超級ハイエンドルータ・サーバを支える技術として、光化のニーズが益々高まりつ
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つある。本項では、キー技術と期待されている光配線・接続システムに関して、特に光コンポーネント間の
接続方式について、サーバ機器内への光配線技術適用をケーススタディとし、開発状況の調査･分析と実用
化・普及のために開発すべき技術課題、および候補となるソリューション技術について述べた。
今後は、本調査結果を基に各技術の性能実証を実施することで、機器内光配線技術の早期適用実績を築き
上げるとともに、次節で述べる車載やロボットなどへのアプリケーション応用も踏まえた本光インタコネク
ション技術開発が更に活発化・加速されることで、新規市場の立ち上げに大きく貢献することが期待される。
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３－４ コネクタレス－光半田を実現する光接続技術
3.4.1 背景、適用箇所
光通信や光センシングデバイスの低コスト化を実現するためには、モジュール化または集積化が必須である。
個別の機能エレメントは一般的に半導体プロセス等の量産技術が確立されるが、それらを高精度で位置合わせ
し実装する技術の確立が急務である。ここでキーとなるのが本調査研究の主題である低コストな光配線・光接
続技術である。現在、
研究開発が進められているフォトニックデバイスのモジュール化・集積化の方向として、
①電子回路チップと光回路チップのハイブリッド集積と②電子回路と光回路のモノリシック集積がある。
ここで、①は図3.4.1に示すように、別々の工程で作製されたチップまたはディスクリートデバイスがプリ
ント基板等のプラットフォームに実装される形態を想定している。また、②の代表例としてはシリコンフォト
ニクスが盛んに研究されている。
本節においては図3.4.2に示すような光インタコネクションを想定する。特に、今後光通信が普及すると期
待されている移動体および産業機器用に特化して検討する。これらの用途は低コスト化と高信頼性が強く求め
られているため、特徴ある光配線・接続手法を創出する必要がある。
（1）

Optical waveguides and
out－of－plane coupling structures

光チップ

角度ずれ＆軸
ずれ補償接続

光配線
光ファイバ

光回路基板
Intra-chip
optical interconnects
and clock distribution

多芯一括
無調芯接続

光配線/
VCSEL/PD

（2）

光半田
Intra-backplane
fiver ribbon connectors

Intra-MCM
optical interconnects
and redistribution layers

（3）
微小空間での無調芯
軸ずれ補償接続
光配線

図 3.4.1 ハイブリッド集積の実装形態

図 3.4.2 対象とする光インタコネクション

3.4.2 光インタコネクション・プロセスの分類と課題
ハイブリッド集積では光回路と電子回路の貼付・実装が行われる。図 3.4.3 に示すように①広く利用されて
いるフォトリソグラフィ、②低コスト化が期待される成型法、③パッシブアライメントが可能な自己形成法等
により実装される。電子回路上に実装された受発光素子と光ファイバ間の接続技術に関しては、45 度ミラー
やグレーティング等の光路変換機能を有した光導波路が数多く提案されてきた。光導波路としては、プロセス
コストおよび材料コストの小さいポリマー光導波路が民生用途で多く研究されている。
フォトリソグラフィによる光配線接続は、基板上に作製された光導波路パターンをダイシングによりチップ
化し、端面結合するために光導波路の端面研磨と高精度の位置合わせが必要となる。また、表面装荷デバイス
との結合には45度ミラーを形成し位置合わせの上、実装を行う。
ホットエンボスや鋳型を用いた成型加工による光配線は、フォトリソグラフィ法に比べて製造コストは大幅
に低減するが、端面処理やフィルタ挿入、パッケージングに関するプロセス軽減が課題として残っている。一
つの解決策として図3.4.4に示すように、精密成型により得られた簡易コネクタ自身に導光機能を持たせると
ともに、周囲に電子回路や光フィルタ等の部品を装荷することにより簡易モジュールの実現が検討されている。
自己形成光導波路による光配線接続は、図3.4.5に示すようにパッケージ内で自律的に光回路が形成される
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ため、挿入部品の後加工や端面研磨等の加工が省略でき、実装部品の位置ずれも光導波路作製時に修正され、
歩留まりが向上する。しかし、光硬化性樹脂を複数方向から空間選択的に硬化させて導波路を再現性高く接続
させる照射加工装置の開発や、バルク形態での硬化物の長期信頼性の高い材料開発が課題である。
【方式】

【溶液準備】

【光導波路】

【フィルタ挿入
ｵｰﾊﾞｰｸﾗｯﾄﾞ】

ﾀﾞｲｼﾝｸﾞ/ﾎﾟﾘｼﾝｸﾞ

接着/ﾎﾟｯﾃｨﾝｸﾞ

【パッケージング】

フォトリソ

【溝･端面加工】

スピンコート

ﾊﾟﾀｰﾆﾝｸﾞ

ﾌｧｲﾊﾞ&チップ実装

成型
注入

接着/ﾎﾟｯﾃｨﾝｸﾞ

ﾊﾟﾀｰﾆﾝｸﾞ

ﾌｧｲﾊﾞ&チップ実装

自己形成
注入

クラッド硬化/チップ実装

図 3.4.3 ポリマー材料を用いた光通信モジュールの作製と実装比較例

TRX回路

PD (λ2)

レシーバIC
(TIA，Lamp)

6.5mm

Si PIN-PD
VCSEL

フィルタ固定部品

赤LED
λ2~650nm

ドライバIC

緑 LED
λ1~525nm

波長フィルタ

光フィルタ
プリズムミラー面

光学面保護部品

光結合部品

フィルタ固定部品

自己形成光導波路

図 3.4.4 成型加工光接続部品光通信モジュール

PD (λ1)

図 3.4.5 自己形成光導波路光モジュール

3.4.3 光導波路材料の現状と課題
(1) はじめに
本項では、自己形成光導波路を用いた光接続に関し、その実例と適用可能性のある材料およびその課題につ
いて述べる。
(2) 自己形成光導波路
光硬化性樹脂中に樹脂の硬化を励起する光を、光ファイバを介して挿入すると、最も光の強度が高いコア
中心から樹脂の硬化が進む。樹脂は硬化すると通常硬化前より屈折率が上昇するため、光は硬化した樹脂中
を全反射しながらまっすぐ硬化樹脂中を進む。このため樹脂はファイバ端面から出射方向にコアを形成しな
がら連続的に硬化していくことになる。この現象を利用した光導波路作成方法を自己形成光導波路と呼ぶ。
たとえば、表 3.4.1 に示す樹脂 A と B の混合溶液で 100μm コアの光ファイバから照射した光で 40mm の光
導波路が形成された例がある。光導波路は波長 0.8～1.1μm の範囲で 1.0dB/cm 以下の伝送損失を達成して
いる。
用いた樹脂はラジカル重合性の樹脂 A とカチオン重合性樹脂 B を 7:3 の比率で混合したものであった。
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表 3.4.1 自己形成光導波路材料
Refractive index

Material

Liquid

Solid

Hardening
Wavelength (nm)

Resin A

Radical Type acrylic

1.482

1.511

<550

Resin B

Cation Type epoxy

1.453

1.477

<400

その他の例として、コア系 9.5µm のシングルモードファイバを用いて同様な自己形成光導波路の実験を行
っている。波長 405nm のレーザ光をシングルモードファイバに挿入し、ファイバ先端から光導波路が成長
しているのを確認した。図 3.4.6 に示すように、ファイバ先端では 9.2µm のコア径が 85μm 部分では 9.8µm
に拡大していたが、85µm-600µm の間ではコア径 9.8µm で一定口径の光導波路が確認された。

9.8µm

9.2µm

SMF
Φ9.5µm

85µm

図 3.4.6 自己形成光導波路の作成例
自己形成光導波路の接続損失と光ファイバの光軸ずれの関係を自己形成導波路作製前後で評価した。8 ポ
ートファイバアレイとスプリッタを用いてアレイ間 75μm に固定し 8 芯一括接続を行った。図 3.4.7 のよう
に、ファイバーアレイの角度ずれを 0.1 度（port8 の光軸ずれが約 3μm）にした場合でも自己形成光導波路
接続により接続ロスは大幅に低下することを確認した。

8-ways fiber array
Port 1

Port 8
0.1 degree

1x8 splitter

Connection Loss (dB)

12.0

in liquid resin with both gap of 75
µm and lateral offset of 0-3 μm
after self-written waveguide
formation

11.5
11.0
10.5
10.0
9.5
9.0
1

2

3

4

5

6

7

8

Number of port

図 3.4.7 8 芯アレイの光軸ずれと接続損失の関係
(3) 自己形成光導波路に使われる材料
自己形成光導波路材料に求められる特性は、第一にコアとクラッドの適度な屈折率差である。これは構成
するモノマーの屈折率を選択することでクリアできる。ついで重要な特性は、光導波路としての形態が安定
で長期間保持できることである。機械的物性が光導波路としての機能を保持できるように十分な強靭性がな
ければならない。更に各種環境下での使用に耐える長期信頼性が求められる。本項では、自己形成光導波路
材料を構成する成分について、屈折率制御と、機械的物性に関わる要素について述べる。
ラジカル重合性化合物には、通信波長域で光透過率が高く、ラジカル重合反応性が比較的良好な、アクリ
ルエステル化合物が適している。アクリルエステル化合物には、アクリルエステル基が一つの単官能モノマ
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ーと二つ以上の多官能モノマー、更にアクリルエステル基に中分子量のオリゴマー成分が結合しているアク
リルエステルオリゴマーがある。
ポリマーの屈折率は、通常モノマーの屈折率に重合収縮した分だけ上昇し、配合物の屈折率は構成成分の
屈折率と配合比に相関するので、構成成分の屈折率から硬化後のポリマーの屈折率は類推できる。モノマー
段階での屈折率はアクリルエステルのアルコール骨格でほぼ決まる。脂肪族系のモノマーは屈折率が比較的
低く、芳香族系のモノマーは屈折率が高い。
物性的に見ると脂肪族モノマーは比較的柔軟な物性を、芳香族モノマーは比較的硬質な物性を示す。多官
能モノマーは、重合反応後、ポリマーネットワークに架橋点を形成するので、高温でも崩れにくく、強靭な
物性を与える。オリゴマー分子はそのオリゴマー骨格特有な物性を実現することができる。ウレタンアクリ
レートオリゴマーは、構成するポリオールにポリエーテルを用いることで、-40℃～60℃の使用温度領域に
おいて、柔軟でありながら強靭性を持つポリマーを実現している。使用モノマー種の例と特徴を表 3.4.2 に
示す。カチオン重合性化合物では、エポキシ化合物とオキセタン化合物が光硬化性樹脂に適しており、両者
を配合することで、重合反応性が向上する。またポリマーポリオール成分を選定することで、柔軟な物性を
実現することもできる。
表 3.4.2 モノマー種と特徴
モノマー種

化合物名

コーティング材における特徴

アクリレート系
単官能

二官能

多官能

ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ4EO変性ｱｸﾘﾚｰﾄ

柔軟性

ﾗｳﾘﾙｱｸﾘﾚｰﾄ

接着性良好、低収縮性 低Tg

低Tg

ｲｿﾎﾞﾙﾆﾙｱｸﾘﾚｰﾄ

高速硬化性、耐候性 高Tg

1,6-ﾍｷｻﾝｼﾞｵｰﾙｼﾞｱｸﾘﾚｰﾄ

耐水性、柔軟性

ﾄﾘｼｸﾛﾃﾞｶﾝｼﾞﾒﾀﾉｰﾙｼﾞｱｸﾘﾚｰﾄ

高速硬化性、低収縮性 高Tg

ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙA EO 変性ｼﾞｱｸﾘﾚｰﾄ

高速硬化性、低収縮性 高Tg

ﾄﾘﾒﾁﾛｰﾙﾌﾟﾛﾊﾟﾝ EO 変性ｼﾞｱｸﾘﾚｰﾄ

低有害性、高速硬化性、高架橋密度、高Tg

ﾍﾟﾝﾀｴﾘｽﾘﾄｰﾙﾃﾄﾗｱｸﾘﾚｰﾄ

高架橋密度、高Tg

ビニル系

N-ビニルピロリドン

高速硬化性、高Tg

N-ビニルカプロラクタム

高速硬化性、高Tg

アクリルアミド系

アクリロイルモルホリン

高速硬化性、高Tg

(4) 自己形成光導波路材料の課題
自己形成光導波路に適用される材料は実験的には導波路形成が確認されているが、まだ実際の使用状態で
の実績は十分でない。実際に結合路として適用されるには、導波路そのものの機械的物性が十分な強度を有
し、その機械的物性が長期間各種環境下で十分維持されなければならない。したがって、機械的物性の設計
技術確立と長期信頼性付与の技術確立が大きな課題と考える。
(a) 機械的物性の設計技術
光ラジカル・カチオン併用系の光硬化性樹脂は、光造形用樹脂として既に実用化されている。光造形では
作製する立体物をモデルとして使用するために、その物性についても強度や耐熱性が要求されている。その
ため機械的物性についても種々開発検討されており、既存のプラスチック製品と同等な強度レベルにまで達
している。したがって、この種の自己形成光導波路材料は、配合検討を行うことで、十分使用に耐える機械
的物性は実現できるものと考える。
(b) 信頼性評価技術
自己形成導波路材料と同様の光硬化性樹脂で実用化実績のある、光ファイバコーティング材の寿命推定の
検討結果を表 3.4.3 に示す。国内で開発初期の光ファイバは、熱硬化シリコーン・ナイロン被覆であったが、
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シリコーンから発生する水素ガスが光ファイバの伝送損失を増大させる問題および光硬化材料の高速硬化の
利点から、被覆材は熱硬化シリコーンから光硬化材料に置き換わっていった。1990 年頃には既に光硬化被覆
材は実用化されており、通算して既に 20 年の実用化実績がある。
表 3.4.3 の結果は、①引張物性の高温促進劣化試験、②化学的応力緩和測定および③高温での酸素消費速
度の測定結果からアレニウスプロットにより、劣化の活性化エネルギー値と推定寿命を求めたものである。
いずれの方法でも、常温での使用に際して特に支障なく、数十年の長期にわたり使用が可能と推定された。
表 3.4.3 活性化エネルギーと寿命推定結果

Formula A

Modulus decay
[30% decrease]
Lifetime
Eact
(years)
(kcal/mol)

Strength relaxation
[30% decrease]
Lifetme
Eact
(years)
(kcal/mol)

Oxygen uptake*1
(Elongation 30% decrease)
Lifetime
Eact
(years)
(kcal/mol)

5200(23C)

52(23C)

3400(23C)

26.4

20(60C)
Formula B

240(23C)

1(60C)
22.8

3(60C)
Formula C

-

20.4

-

24.2

13(60C)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2700(23C)

20.5

55(60C)
*1: Deriverd from the oxygen consumption rate and the elongation change at high temperature.

機械的物性の長期信頼性は、各物性値の高温、高温高湿度環境での暴露試験結果からのアレニウスプロッ
トを用いて求めるのが一般的であるが、化学的応力緩和の測定と酸素消費速度の測定を追加することで、劣
化のメカニズムと寿命の推定がより確度の高いものになるのではないかと考えられる。
3.4.4 光部品接続自動化装置の分類と課題
(1) はじめに
本項では、光接続の装置化技術について、要素技術の分類・調査を行った結果を報告する。
(2) 光部品接続技術
光 Chip／光配線、光配線／光ファイバ接続および光ファイバ／光ファイバをコネクタレスでパッシブに接
続する方法としては、
光硬化性樹脂を使用した自己形成光導波路による接続技術を考える。
光 Chip／光配線、
光配線／光ファイバのいずれの接続においても、自己形成光導波路を形成して接続する方法と、光プラグと
光ソケットを作製して、パッシブで位置決め・接続を行うプラグイン接続の 2 種類が適用できる。
(a) 自己形成光導波路接続
自己形成光導波路による接続プロセスを図 3.4.8 に示す。自己形成光導波路接続法では、片端が光 Chip
の場合、光 Chip 上に配置される光学素子（VCSEL/PD）は、それぞれ通信用レーザの出射／入射素子であ
るため、導波路を形成する光硬化樹脂の反応波長帯の光を光 Chip 側より照射することはできない。このた
め、光配線側からの一方向の照射となる。通常、一方向からの光導波路形成では、光 Chip と光配線の軸ず
れを補償する接続は困難である。この課題に対しては、テーパ形状の導波路を作製することが検討されてい
る。これによって方向性が限られるがパッシブアライメントで接続することが可能となる。図 3.4.9 に自己
形成光導波路によるパッシブ接続とテーパ型自己形成光導波路による接続の比較写真を示す。
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図 3.4.8 自己形成光導波路接続方式のプロセス

(a) パッシブ接続

(b) テーパ型導波路接続

図 3.4.9 自己形成光導波路による接続
(b) プラグイン接続
プラグイン接続法による接続方式のプロセスを図 3.4.10 に示す。光プラグおよび光ソケットはフォトマス
ク転写法によって製作される。フォトマスク転写法とは、光硬化樹脂の上にフォトマスクを配置し、そのフ
ォトマスクの上から UV 光を照射することにより、フォトマスクの開口形状に沿って光導波路を形成する自
己形成導波路技術である。プラグイン接続の作製プロセスは、いずれの接続も同様のプロセスとなるので、
光 Chip／光配線のプロセスのみ図に示す。

図 3.4.10 プラグイン接続作製プロセス
(3) 光部品接続装置化の要素技術と課題
表 3.4.4 に、接続プロセスにおける、装置化の要素技術と課題について示す。以降、要素技術をセット機
構、導波路形成機構、接続部の補強機構に分類して述べる。
表 3.4.4 光部品接続装置の要素技術と課題
プロセス

要素技術

課題

セット機構

画像認識
位置決め
光硬化樹脂塗布
硬化光（ＵＶ）照射

コア認識（導波路、光ファイバ）
高精度位置決め
塗付位置・塗付精度
ファイバへの光入射

接続部補強技術

高信頼性、自動化

導波路形成機構
接続後の補強
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(a) セット機構
光部品接続装置化技術のセット機構としては、
画像認識技術、
位置決め技術が要素技術として挙げられる。
光ファイバコア位置の画像認識は、光ファイバの側面より光を透過させ、コア観察専用レンズを介して CCD
カメラによる高精度の認識が実用化されている。一方、光電気複合基板上の光配線のコア認識に対し、光フ
ァイバの被覆側面より光ファイバのクラッド部に照明光を入射し端面を観察する技術が開発され、光配線の
コア認識への適用が見込める。光透過性の被覆の光ファイバ側面に可視光光源を近接させるか、光源と光フ
ァイバの被覆間に屈折率整合部材を介して、照明光を光ファイバの被覆からクラッド部に結合し端面まで伝
播することで、光ファイバ端面のコアの画像認識を行っている。この技術は、光導波路のコア認識にも適用
が見込める。図 3.4.11 に新方式の光ファイバコア認識技術の概念図と光ファイバ端面の観察画像を示す。

端面観察画像

図 3.4.11 光ファイバコア認識（新方式）
(b) 導波路形成機構
導波路形成機構について光硬化性樹脂塗布技術、光源技術および光入射技術を調査した。
光硬化樹脂の塗布技術としては、微小領域への高精度微量塗布に対応する定量式精密ディスペンサとイン
クジェット方式が挙げられる。2 方式とも、光硬化樹脂塗布用途には十分な特性を有しており、装置への搭
載も可能である。特にインクジェット方式はノズル洗浄機構を搭載可能で、メンテナンス性に優れる。
光硬化用光源としては開発が進められている UV ファイバレーザが有望で、連続波を出力可能、水媒体に
よる冷却が不要、ファイバカップリングによる良好な操作性等、装置化に有効な光源として期待できる。
光硬化樹脂への光入射は、光ファイバや光導波路の端面より、光源とレンズを用いて入射することが一般
的であるが、直接端面より光を入射できない場合がある。その場合の対策として、光カプラによる入射とロ
ーカルインジェクション法が考えられる。光カプラ法の概念図を図 3.4.12 に、ローカルインジェクション法
を図 3.4.13 に示す。光カプラ法は光カプラによって光ファイバを分岐させておき、分岐した光ファイバの端
面より光を入射する方法であるが、予めカプラを接続しておく必要があり、サイズやコストが課題となる。
一方、ローカルインジェクション法は、光ファイバを局所的に曲げ、曲げ部より光を入射する方法である。
しかしながらこの方法では、光ファイバのクラッド部にも光が入射してしまう。このため、光の入射点から、
光の出射面までの間に、モードスクランブルをかけることによってクラッドの光を取り除く。この方法であ
れば、製品に特別な処理の必要がなく、装置化も可能である。

図 3.4.12 光カプラ光入射方法

図 3.4.13 ローカルインジェクション光入射方法
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(c) 接続後の補強機構
自己形成光導波路およびプラグイン接続の接続部は強度が低いことが懸念される。このため、実用上の信
頼性確保のために接続後の補強が必要となる。補強部に求められる主な特性としては、①機械強度：接続部
を外力から守る、②材料物性：熱膨張率が接続部と近く、温度変化による接続部への応力をかけない、③補
強工程の容易性、装置化可能性があることが挙げられる。接続部への適用性も含め、補強技術の調査・比較
を行った結果を表 3.4.5 に示す。引張り強度については、実績値のわかるものは実績値を、実績値の不明な
ものや、選択する構造や材質によって値が変わるものについては○×で表した。
表 3.4.5 ファイバ接続部補強方法比較
補強方法
熱収縮
スリーブ法

ホット
メルト法

モールド法

メカニカル
クランプ法

シート
サンド法

イメージ

特徴
・融着接続の補強に使用
・収縮による接続部への応力懸念
・補強部材の線膨張係数が小＝温度特性が懸念
・装置化困難
・樹脂板による補強板で接続部を挟み込み
ホットメルトで内部を充填・接着する
・挟み込むので厚くなる
・装置化可能

・樹脂成形で補強する
・成形樹脂収縮率による影響が懸念される
・光 Chip/光配線部の補強はポッティング
（アンダーフィル充填）で対応可能
・装置化可能
・弾性粘着材を介して補強部材で機械的
に補強する。導波路は押さえない。
・補強部が厚くなる
・クランプ時の応力が懸念
・装置化可能

引張り強度

11.8～23.5N

15.7～22.5N

6.9～19.6N

○強い

・弾性体の為、導波路への外力懸念
・装置化可能
×弱い

ラミネート
法

フレーム
補強法

・補強板に接続部を固定する。
・導波路への応力を防ぐため、接続部品の
中心高さを合わせる部品が必要となる。
・ラミネート部の強度不足が懸念される。
・装置化可能
・補強部材を接続時に予め取り付けて
導波路を形成する。
・光配線とフレームに位置決め構造を付与
することにより装置の簡素化が可能
・装置化可能
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×弱い

○強い

補強技術の一つであるフレーム方式とは、光配線基板上に、光配線との位置決め用の構造を基板製造時に
あらかじめ設け、フレーム部に対となる接続構造を設けておくことにより、接続時に補強フレームを光配線
基板にパッシブに位置決めし、光ファイバの調芯無しに、接続する方式である。この方式が実現できれば、
図 3.4.14 に示すように光配線や光ファイバのコア観察および調芯機構無しにコネクタレス接続の装置化が
図れる。また、多心光コネクタフェルールの製造技術を利用することで容易に量産が可能である。

図 3.4.14 フレーム補強方式による接続工程
(4) まとめ
コネクタレス接続技術である、自己形成光導波や、プラグイン接続による光部品接続技術の装置化の要素
技術について分類して調査を行った。表 3.4.6 に装置の各要素技術について今回調査した結果を示す。これ
らの技術の検討を進めることで、光部品をパッシブで低コストに接続できる接続装置の実現が見込める。
表 3.4.6 光部品接続装置の要素技術
プロセス

要素技術

適用可能技術

セット

画像認識

・被覆入射方式コア認識技術

位置決め

・金属撓み方式位置決め機構

導波路形成

光硬化樹脂塗布

・ギアポンプ式定量塗布
・ピエゾ式インクジェット

硬化光（ＵＶ）照射

・UV ファイバレーザ
・ローカルインジェクション

接続部補強技術

・ホットメルト法
・モールド法
・フレーム補強法

補強

3.4.5 まとめ

コネクタレス光接続を移動体分野における光モジュール用途で実現するために調査を行った。何れの
実装方法も信頼性と実装コストおよび量産性に課題を残している。ポリマー材料を用いた光接続技術は
低コストな量産技術を利用でき、材料とデバイスの信頼性、量産装置を実現すれば、極めて競争力の高
い光配線技術を移動体や民生／産業機器に提供できると思われる。
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３－５
3.5.1

光プラグイン接続法の検討および応用

はじめに

本節では、光硬化樹脂を用いて作製した光プラグと光ソケットの組み合わせによって、光配線板、VCSEL モ
ジュール、光ファイバ等の間を接続する方法として、電気接続に類似した低コスト、高接続効率のプラグイン接続
法を検討した結果について述べる。さらに本方式を応用した波長セレクティブな多層光配線間の光インタコネク
ションの可能性について述べる。
光インタコネクション導入の際に、素子と光配線との光接続の困難さが課題として残っている。この
解決のために注目されているのが、自己形成光導波路による光接続法である。自己形成とは、紫外光硬
化樹脂に光ファイバからの紫外光を照射することで、いわば「氷のつらら」のように自らの光でファイ
バ端面から光導波路が成長する現象である。
本研究では、自己形成技術によって光配線板の端面あるいは基板上面に作製した「光プラグ」および
マイクロホールアレイによる「光ソケット」を用いて、光ファイバや他の光配線をアライメントフリー
で「プラグイン」接続する方法を新たに提案するとともに、実験的検討を行った。

3.5.2

プラグイン接続法

自己形成技術によって、光配線板の端面、あるいは基板上面に精密な「光プラグ」あるいは「光ソケット」を光
硬化樹脂によって作製する。次にプラグをソケットに挿入することによって、光ファイバや他の光配線をアライメン
トフリーで「プラグイン」実装することが可能になる。2 枚の光配線板の端面に光プラグと光ソケットを作製した時の
実装イメージを図 3.5.1 に示す。

光プラグ

光ソケット
図 3.5.1
3.5.3

プラグイン接続のイメージ

要素技術

(1)

光プラグ

(a)

光配線板の端面（上面）

自己形成光プラグとは、光配線板にブルーレーザ光を通して、光配線板の端面あるいは上面に、光硬
化性樹脂を材料として作製される自己形成導波路である。光配線板端面に作製した光プラグを図 3.5.2
に示す。その長さは約 200µm から約 500µm であり、設計によって適宜調整可能である。光配線板のコ
ア部（おおよそ 50µm□）から出射するレーザ光によって作製されるために、光プラグと導波路コアは
自動的に位置合わせが行われ、高い接続効率を有する。VCSEL 上や内蔵 45°ミラーによって垂直出射
する光配線板上に光プラグを作製することも可能である。
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(b)

光ファイバ端面

光配線板と同様に、光ファイバの先端に光プラグを作製することができる。作製方法としては、①化
学エッチングを用いて、クラッドのみを選択的に除去して、コアを露出する方法、②先の自己形成法を
用いて、光硬化樹脂よりなるプラグを作製する方法等が考えられる。
(2)

光ソケット

光ソケットとして用いるのは、マイクロホールアレイである。これは、微小な直径を有する貫通穴が
作製された薄板状の部品であり、当研究室で発案された「マスク転写法」を用いて、光プラグと同じく
光硬化性樹脂を材料として作製される。図 3.5.3 にイメージを示す。ファイバ径に相当する 125µm 程
度の精密な微小径で、全長 500µm から 1mm の貫通穴を作製できる。この貫通穴の形状は、照射条件
によって、テーパ状あるいはストレート等の形状制御が可能である。

φ1

P
ｔ

φ2
図 3.5.2

(3)

光配線板端面に作製した
光プラグ(OWP)

図 3.5.3

MHA からなる光ソケット
(平面図と断面図)

マスク転写方式
図 3.5.4 に本製作法の説明図を示す。この結果、図 3.5.5 (a)、(b) に示すような多チャンネルのロッ

ドアレイを一括して作製することが可能になった。また、この技術を応用して、ピンポイント的に必要
な箇所に所望のコア形状・寸法を有する樹脂よりなる、光接続ロッドを作製することができるようにな
った。

(a)

図 3.5.4

マスク転写法のイメージ

円形パターン

図 3.5.5
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(b)

ロッドとダム

試作したサンプル

(4)

組み合わせの例

光プラグ、光ソケットを持つ光デバイスの組み合わせ例を図 3.5.6 に示す。光デバイスとしては、光
配線板、VCSEL、ファイバ等があり、これらの組み合わせによるプラグイン実装が考えられる。
光プラグ付きデバイス

光ソケット付きデバイス

光配線板

VCSEL

光ファイバ

図 3.5.6

光プラグとソケットの組み合わせ例

3.5.4 プラグイン接続の実験結果
(1)

はじめに

本項では、端面を垂直加工された MT コネクタ（GI-50/125）を対象に、フォトマスク転写法を用い
た光プラグおよび光ソケットを作製した結果とその結合損失について報告する。MHA は、全長 540µm、
貫通穴径は、80µm から 60µm のテーパ状を有する。
(2)

光プラグの作製（自己調心法＆マスク転写法）

実験系を図 3.5.7 に示す。マイクロホールアレイの作製にはアクリル系の紫外線硬化樹脂を用いた。
作製工程を、以下に示す。
(a)

スライドガラスに樹脂を充填

(b)

充填させた樹脂の両端にスペーサをセット

(c)

スペーサの上にフォトマスクを設置

(d)

フォトマスクの上から UV 光(波長 365nm)を照射

(e)

フォトマスクおよびスライドガラスを剥離

(f)

未硬化樹脂を洗浄することで、マイクロホール
アレイが完成
図 3.5.7

光プラグの作製方法

スライドガラス上面に作製した 4 チャンネルの光プラグを図 3.5.8 に、また MT コネクタ端面に作製
した同じく 4 チャンネルの光プラグを図 3.5.9 に示す。製作した光プラグは直径 60µm、長さ 430µm で
ある。
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図 3.5.8
(3)

スライドガラス上面の光プラグ OWP

図 3.5.9

ＭＴコネクタ端面の光プラグ OWP

光ソケットの作製

光ソケットの作製も、先の光プラグと同様にして行う。試作した 4 チャンネルの光ソケットを図 3.5.10
に示す。マイクロホールアレイは、深さ 540µm、直径 80µm から 60µm のテーパ上の貫通穴を有する。
構造を図 3.5.11 に示す。

80µm

60µm

250µm

540µm
図 3.5.10
(4)

試作した光ソケット

図 3.5.11

試作した光ソケットの寸法

プラグイン接続の実験方法

光プラグ、ソケットによるプラグイン接続の評価を、MT コネクタを利用して行った。評価法の概略
を図 3.5.12 に示す。
(a)

LD と入射側の光ファイバを接続し、MT コネクタ単体からの光出力 P１をパワーメータで測
定する。

(b)

入射側 MT コネクタ端面に作製した光プラグからの光出力 P２を測定する。

(c)

光ソケットはメタルピンを利用して出射側 MT コネクタに固定し、光プラグをプラグインし、
出射ファイバからの光出力 P３を測定する。

接続後の様子を図 3.5.13 に示す。
パワーメータ
光ソケット
光プラグ
メタルピン
光源
MTコネクタ

図 3.5.12

評価光学系

図 3.5.13
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接続後の様子

(5)

プラグイン接続の実験結果

光プラグ単体の損失[-10log(P2/P1）]および光プラグ・ソケット接続損失[-10log（P3/P2）]を表 3.5.1
に示す。光プラグの損失は小さく、十分な透明性も有している。値のばらつきは、マスク転写時の位置
ずれ等が考えられる。プラグイン接続損失値は、NA=0.2、エアギャップ=100µm として、光束の面積
比で求めた損失値とほぼ一致した。
表 3.5.1

(6)

損失の測定結果

VCSEL 光ソケットの試作

図 3.5.14 のように VCSEL 上にソケットの役割をするマイクロホールアレイを作製することを検討し
た。これを用いると、光ファイバの先端部や光配線端面へ作製する光プラグをソケットにプラグイン接
続することができ、従来必要であったサブミクロンオーダでのアライメントが不要となり、光配線接続
の簡易化と低損失が期待できる。今回は、短時間で簡易に多彩なパターンの光デバイスを、一括で製作
することが可能なフォトマスク転写法を用いて、VCSEL 上へマイクロホールアレイの製作を行い、光
ファイバとの接続を検討した。
製作方法を図 3.5.15 に示す。紫外線硬化樹脂を、VCSEL を覆うように注入し、マイクロスコープと
ジグを用いて、フォトマスクのホール部分と VCSEL 発光面の位置、厚さを調整し、フォトマスク上か
ら紫外光を照射する。

135µm
フォトマスク概略図

紫外光(365nm)

フォトマスク

樹脂

図 3.5.14

マイクロホールアレイ付き

図 3.5.15

VCSEL

作製方法

VCSEL のイメージ
VCSEL 上に作製されたマイクロホールアレイの写真を図 3.5.16 (a), (b)に示す。マイクロホールアレ
イ(マスクパターンの直径 135µm)の中心と、VCSEL 発光面とをピンポイントで位置合わせして製作で
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きることを確認できた。
図 3.5.16 (b)は、マイクロホールアレイを側面より観測した写真である。ホール部分が VCSEL から
広がるようにテーパ形状になっていることが分かる。このテーパ形状によってクラッド径 125µm の光
ファイバを上から挿し込んだ場合、VCSEL 発光面を傷つけない高さで固定することができる。しかし、
ファイバから VCSEL までかなり距離があり、光接続損失が発生する可能性がある。また、ホール内部

280µm

に未硬化の樹脂が残ってしまう問題があるので、更なる検討が必要である。

350µm

倍率×300

倍率×200

(a) 上部(マスク側)

図 3.5.16

(b) 側面(ファイバー挿し込み)

マイクロホールアレイ付き VCSEL

(7) まとめ
光硬化樹脂を用いた新たな光プラグ・ソケットによるプラグイン接続法を提案し、実験によりその有
効性を確認した。

3.5.5
(1)

波長選択多層光配線板光インタコネクション
はじめに

マイクロホールアレイは波長アドレス方式による再構成可能な多層光配線ボード間光インタコネク
ションに応用することができる。送信波長により再構成可能な、波長アドレス方式の多層光配線ボード
間光インタコネクションを提案し、それを実現するための回折格子を用いたプラグイン実装可能な小型
の波長選択器を検討した。波長選択器の構造を図 3.5.17 に示す。波長選択器は回折格子、レンズから
構成され、多層光配線板の多チャンネル間を波長によって選択的に接続する機能を有する。光電気混載
基板と波長選択器の実装には、光導波路プラグとマイクロホールアレイを用いた新たなプラグイン方式
を採用する。プラグイン実装のアライメントトレランスや結合効率をシミュレーションおよび実験によ
り検討し、有効性を明らかにする。
(2)

動作原理

多層光配線基板の光導波路は、マイクロホールアレイに挿入され所定の位置に調心される。ここでは、
多層配線基板の光導波路に光ファイバを用いた。任意の光導波路から出射した光は、レンズで平行光に
変換されて回折格子に入射し、波長ごとに所定の角度で回折される。各回折光は、再度レンズで収束光
に変換されて、それぞれ所定の光導波路端面に集光されることで、層間の光接続回路が構成される。
(3) シミュレーション結果
460nm、525nm、590nm の 3 波長と 3ch の光ファイバ、集光レンズ、回折格子を用いて各 Ch 間の
通信のシミュレーションを行った。使用した光ファイバは、GI50/125、集光レンズの焦点距離は、
12.50mm、バックフォーカスが 9.90mm、回折格子の格子周波数は、600 本/mm となっている。使用
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した部品や光学系については、図 3.5.18 に示す。
シミュレーションから Ch1 に 3 波長を入射することにより、Ch2 に 460nm、Ch3 に 525nm の回折
光が入射されることがわかる。Ch2 に 3 波長を入射すると、Ch1 に 460nm、Ch3 に 590nm の回折光
が入射され、Ch3 に 3 波長を入射すると、Ch1 に 525nm、Ch2 に 590nm の回折光が入射される結果
となった。また、回折光のスポット直径は、60µm 以下になる結果が得られた。

図 3.5.17
(4)

多チャンネル波長選択系の構造

図 3.5.18

シミュレーション結果

測定結果

多チャンネル波長多重光学系を用いた光インタコネクションの実験系を図 3.5.19 に示す。
Px=Py=500µm で 4×4ch に配置したφ127µm の円形の開口形状を有するフォトマスクを使用した場
合の作製サンプルを図 3.5.20 に示す。ピッチ Px (=Py)を 500µm、高さを 950µm とした場合，スライ
ドガラス側の穴の直径=φ170µm となり，テーパ角=1.6゜のマイクロホールアレイが得られた。

Ch1
Ch2
Ch3
Ch4

光ファイバ

MHA

図 3.5.19

集光レンズ

回折格子

評価光学系

図 3.5.20

MHA の試作サンプル

実験方法を以下に示す。λ=470nm の光を Ch1 に入射し、Ch2 に+1 次光が回折するようにレンズ、
回折格子の位置を調整する。各波長の光を Ch1 に入射し、λ=470nm、525nm、590nm の Ch2、Ch3、
Ch4 への光結合状態を評価する。
実験結果を図 3.5.21 に示す。各波長の光を所定の Ch 位置に入射することができ、4 チャンネル間の
波長選択光インタコネクションの動作が確認できた。また、光損失を表 3.5.2 に示す。光学系全体の損
失から回折格子単体の損失を引いた過剰損失は、460nm の波長のとき、3.3dB、525nm のとき、4.3dB、
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590nm のとき、4.2dB という結果になった。
Incident beam

Diffracted light
a)460nm

b)525nm

c)590nm

図 3.5.21 各チャンネル間の光接続状態
表 3.5.2

(5)

測定した光損失

まとめ

マイクロホールアレイを多チャンネル波長選択系に適用し、多チャンネル波長選択光インタコネクシ
ョンの動作を実験的に確認した。

3.5.6

まとめ

光硬化樹脂を用いて作製した光プラグと光ソケットの組み合わせによる新たなプラグイン光接続法を
検討した結果について述べた。更に本方式を用いた波長セレクティブな多層光配線間の光インタコネク
ションの可能性について述べた。プラグイン接続方式は、電気接続に類似した低コスト、高接続効率を
実現できる革新的な光接続技術である。この技術によって、アライメントフリーで高効率な光実装技術
の普及に大きく寄与するものと期待される。
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３－６ 今後の技術開発
3.6.1 開発課題
調査委員会で絞り込んだ二つの調査対象から実際の適用範囲を規定し、現在の技術開発内容を踏まえた上
で、今後必須となる技術開発項目の抽出を行った。更に、実際に新たなアイデアである光プラグ接続法につ
いて実験的検討を行い、本接続法を実用化していくために必要となる技術課題を抽出した。以下に、本調査
研究から明らかとなった開発課題について述べる。
(1) プリント回路基板へのポリマー導波路の適用
第一の適用例として、プリント回路基板へのポリマー導波路の適用を取り上げた。IT 機器、特にサーバ
装置内の信号伝達においては、年々増大する大容量・高速化の要求に対してその性能が限界に達しつつあり、
大容量・高速伝送技術として、光配線技術が脚光を浴びているからである。光配線をポリマー光導波路で実
現するために、以下の項目について調査・分析を行い、開発課題を抽出した。
(a) 光コンポーネント間の接続方式
機器間／内光インタコネクション技術の導入に関して、機器間・内高速マルチモード光信号伝送技術とし
ては、20Gbps を超える高速光源モジュールや低モード分散光導波路技術の開発が必要である。コンポーネ
ント間の接続方式については、約 1m の光配線全長中に 7 ヵ所の接続部分があり、その損失がリンクバジェ
ットの多くを占めている。また、接続部分の位置ずれに対するトレランスを確保するような実装技術で作
製・アセンブリできることが求められる。
(b) ポリマー光導波路に使用される材料
一連の材料群に対する導波路形成プロセスは、個々の材料系の諸特性を上手く引き出す形で開発が進めら
れている。デバイス群の仕様および特性が明確になるにつれて、市場側からの要求に応える形で材料系およ
びプロセスの最適化を図っていくことが今後の開発課題である。
(c) 光配線一体ボードの製造技術
光配線一体ボードの作製工程においては次のような課題が挙げられる。
・ 線膨張係数の差による積層工程や部品実装のリフロー工程での基板の反りや剥離
・ 銅スルーホールの密着性や応力歪
・ エポキシ樹脂とポリマー導波路材料との接着性
・ ガラスクロス目、銅箔の箔膜厚さの影響による表面の凸凹発生
これらの問題を解決していくことが開発課題となる。
(2)

コネクタレス－光半田を実現する光接続技術

第二の適用例として、車載 LAN 構築に向けたコネクタレス光接続技術を取り上げた。これは、今後移動
体および産業機器用途で光配線が普及すると期待されているためである。移動体としては自動車やロボット、
産業機器としては工作機械などで光ファイバ通信に対する期待は特に大きい。これらの用途は低コスト化と
高信頼性が求められているため、以下の項目を抽出し、それぞれについて開発課題を抽出した。
(a) 光導波路材料
自己形成光導波路に適用される材料が実用化されるには、導波路そのものの機械的物性が外界からの刺激
に対し十分な強度を有していることが必要である。また、その物性が長期間の使用においても維持されなけ
ればならない。そこで、機械的物性の設計技術確立と長期信頼性の評価技術の確立が大きな課題である。
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(b) 光部品接続装置化の要素技術
ポリマー光ファイバおよび光導波路の接続には、実験レベルで接着剤や自己形成導波路技術が用いられて
いるのが現状で、簡易な手法で接続できる装置は存在していない。したがって、低コストでの光配線・接続
を実現するためには、光部品接続装置の開発が必須である。装置化のためには、光電気複合基板上の光配線
のコア認識技術、導波路形成技術、接続箇所補強技術等が開発課題となる。また、接続箇所補強技術につい
ては、既存の補強技術をポリマー光導波路および光電気複合基板へ適合していくことが開発課題となる。
(3)

光プラグイン接続法の検討および応用

変調器、受光器など、そもそも発光しない光部品と光配線を接続するために、自己形成導波路技術の応用
展開として、光プラグイン接続法を提案し、実験からその有用性と開発課題の抽出を行った。
設計寸法、光硬化材料、光源、照射条件等をパラメータに、光プラグ、光ソケットの形成条件が明らかに
なりつつあり、多芯一括で電気接続に類似した低コスト、高接続効率のプラグイン接続の可能性を導き出し
た。今後は、光プラグ、光ソケット製造装置の開発、簡易プラグイン接続方法の開発、接続後の補強方法の
開発等が開発課題となる。

3.6.2 今後の取り組み
光配線・接続システムの適用先を明らかにして技術調査を行った結果として、今後注力して取り組むべき
開発課題が明らかとなった。今後の取り組みとしては、今回の調査研究で明らかとなった知見を基に、有効
な適用先を見据えて異分野の技術とも融合・複合し、事業化を前提とした技術開発を早急に進めていくこと
が必要であると考えられる。また、光配線を適用したプリント回路基板や、光配線が張り巡らされた車載
LAN、産業用ロボット等は、世の中の要求から今後、必ず必要になると予想される光産業・技術であるこ
とから、この分野で優位性が保たれている今、日本国の総力をあげて開発に取り組むべきであると考えられ
る。加えて、この技術領域が日本国の光産業として継続的に繁栄できるよう、ビジネスモデルの検討も必要
である。

3.6.3 おわりに
ポリマー光導波路に関する光配線・接続システム技術は、既に教科書が発行されていることからも明らか
なように、その技術のほとんどが開発しつくされ、実用化に至っていないのは、ただ、光配線（特に接続部）
の製造コストが高いことが理由であろうと思われていた。本調査研究の委員会設立に先立ち、委員長の希望
で調査委員にシステムサイドの人間を加えること、一般的な技術調査ではなく、WILL を持った出力とする
ことが取り決められた。結果、これまでポリマー光導波路とは無縁の超高速光通信技術者、石英系光ファイ
バ融着機開発者および高速電気回路基板の開発者等の賛同を得て調査委員会活動を開始した。
意思のある調査結果という意味で、二つの適用先と一つの実験計画が示された。各ワーキンググループで
は、調査委員の得意分野を持ち寄って審議が進められた。結果として、ポリマー光導波路技術に留まらず、
特徴のある調査・分析が実現できたと考えている。しかしながら、調査研究は机上の検討ゆえ、これからの
活動が重要であることはいうまでもない。
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４ 調査研究の今後の課題および展開
本調査研究では、今後実用化が待望されている光配線・接続システム技術に関して、研究開発の動向を調
査し、ターゲットを光電気混載基板、移動体や産業機器用光配線板および光プラグイン接続法に注力して開
発技術分析を行った。
光配線技術は、IT 機器、特にサーバ装置内のバックプレーンやミドルプレーンとブレードおよびスイッ
チボードを接続する機器内・ボード間・チップ間の信号伝達においては、年々増大する大容量・高速化の要
求に対応する技術として脚光を浴びている。また、光導波路技術は、配線パターンの高密度・複雑さに対応
でき、また余長処理の不要性のメリットを備えていることや電子回路プロセスとの良整合性から、短距離の
ボード間／内やチップ間／内の光配線用部材としての適用が期待されている。これら、光ファイバや光導波
路を駆使した光配線が実用化されるためには、モジュール化または集積化が必須である。個別の機能エレメ
ントは一般的に半導体プロセス等の量産技術が確立されるが、それらを高精度で位置合わせし、実装する技
術の確立が急務である。ここでキーとなるのが本調査研究の主題である低コストな光配線・接続システム技
術である。
本報告書では、発展著しい光配線・接続システム技術の最新の研究開発動向に関し、調査内容を包含しつ
つ、三つの側面から開発技術分析を行った。その結果、以下に示す課題が今後に残されていることが判明し
た。
(1) 最新の研究開発動向からみた技術課題
研究開発トレンドの一部は、確立されていない部分もあり、ポリマー光導波路が実用に供するためには、
個々の部品の性能のみならず複合的・システム的な性能評価においていくつかのハードルを越えなければ
ならないと思われる。例えば、①信頼性を含む実装技術の特性の検討、②VCSEL や PD との無調芯接続
技術、③MT を含むコネクタとの接続技術や脱着信頼性および③光配線と電気配線の複合化に関する設
計・構造・製作技術との整合性である。加えて、現在の 850nm のみならず、将来的には 1µm 帯のポリ
マー光導波路の実現が望まれる。
(2) プリント回路基板へのポリマー導波路の適用
サーバ機器内への光配線技術適用をケーススタディとし、開発状況の調査･分析と実用化・普及のため
に開発すべき技術課題および候補となるソリューション技術について検討した。本調査結果を基に各技術
の性能実証を実施することで、機器内光配線技術の早期適用実績を築き上げることが重要である。
(3) コネクタレス－光半田を実現する光接続技術
コネクタレス光接続を移動体分野における光モジュール用途で実現するための調査・分析を行った。何
れの実装方法も信頼性と実装コスト、量産性に課題を残している。ポリマー材料を用いた光配線・接続シ
ステム技術は低コストな量産技術を利用できる可能性が高く、材料とデバイスの信頼性、量産装置を実現
すれば、極めて競争力の高い光配線技術を移動体や民生／産業機器に提供できると思われる。
(4) 光プラグイン接続法の検討および応用
光硬化樹脂を用いて作製した光プラグと光ソケットの組み合わせによる新たなプラグイン光接続法に
ついていくつかの実験とシミュレーションから検討した。更に本方式を用いた波長セレクティブな多層光
配線間の光インタコネクションの可能性について述べた。プラグイン接続方式は、電気接続に類似した低
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コスト、高接続効率を実現できる革新的な光接続技術である。この技術の確立によって、アライメントフ
リーで高効率な光実装技術の普及に大きく寄与するものと期待される。
このように光配線・接続システム技術は、光材料技術、光配線実装技術、光接続・保護等の装置化技術お
よびプリント回路基板への適用プロセス技術などが複合した技術分野を形成している。このため、技術的課
題も多岐にわたるが、これまでおよびこれからも急増が確実と考えられる情報通信技術を我々が享受するた
めに必須の技術であるので、我が国が国際競争力を高めるためにも国が主導する早期かつ集中的な研究開発
が求められる。更に、世界の中で日本がこの分野で継続的に優位な市場を獲得するためには、技術オンリー
に陥らず、ビジネスモデルをも視野に入れた国策が必要であろうと考える。
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