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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　信号処理ＬＳＩが搭載され、裏面側に実装ボード接続用電気端子を有するインターポー
ザと、高速信号を外部配線するための伝送線路を有したインターフェイスモジュールとを
備えてなり、
　前記インターフェイスモジュールは、前記伝送線路に信号を送出又は該伝送線路から信
号を受信する駆動素子を前記インターポーザに対して外側に位置する部分に内蔵し、かつ
下面側に前記駆動素子に電気的に接続された第１の電気接続端子を有し、
　前記インターポーザは、表面側に前記第１の電気接続端子と対となる第２の電気接続端
子を有し、
　前記インターポーザと前記インターフェイスモジュールは、前記インターポーザが実装
基板上に実装された状態で、前記第１の電気接続端子と前記第２の電気接続端子との機械
的接触により電気的に接続されることを特徴とするインターフェイスモジュール付ＬＳＩ
パッケージ。
【請求項２】
　前記インターポーザは、前記信号処理ＬＳＩが表面側に搭載され、前記インターフェイ
スモジュールは、中央部に前記信号処理ＬＳＩが挿入される開口を有することを特徴とす
る請求項１記載のインターフェイスモジュール付ＬＳＩパッケージ。
【請求項３】
　表面側に信号処理ＬＳＩが搭載され、裏面側に実装ボード接続用電気端子を有し表面側
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に第１の電気接続端子を有するインターポーザと、
　高速信号を外部配線するための伝送線路を有し、下面側に前記第１の電気接続端子と対
となる第２の電気接続端子を有し、且つ前記ＬＳＩの表面に放熱用ヒートシンクを配置で
きるように該ＬＳＩが挿入される空間を有するインターフェイスモジュールと、
　を具備してなり、
　前記インターポーザ上に前記インターフェイスモジュールが搭載され、前記第１の電気
接続端子と前記第２の電気接続端子が電気的に接続された状態で、前記信号処理ＬＳＩが
前記放熱用ヒートシンクに熱的に接続されることを特徴とするインターフェイスモジュー
ル付ＬＳＩパッケージ。
【請求項４】
　表面側に信号処理ＬＳＩが搭載され、裏面側に実装ボード接続用電気端子を有し表面側
に第１の電気接続端子を有するインターポーザと、
　高速信号を外部配線するための伝送線路を有し、該伝送線路に信号を送出又は該伝送線
路から信号を受信する駆動素子を内蔵し、かつ上面側に放熱用ヒートシンクを有し、下面
側に前記駆動素子に電気的に接続され、前記第１の電気接続端子と対となる第２の電気接
続端子を有するインターフェイスモジュールと、
　前記第１の電気接続端子と第２の電気接続端子との機械的接触部分に設けられ、前記イ
ンターポーザに対する前記インターフェイスモジュールの高さ位置の所定変動範囲で機械
的接触を保持する接続保持機構と、
　を具備してなり、
　前記インターポーザ上に前記インターフェイスモジュールが搭載され、前記第１の電気
接続端子と前記第２の電気接続端子が電気的に接続された状態で、前記信号処理ＬＳＩが
前記放熱用ヒートシンクに熱的に接続されることを特徴とするインターフェイスモジュー
ル付ＬＳＩパッケージ。
【請求項５】
　前記インターフェイスモジュールは、中央部に前記信号処理ＬＳＩが挿入される開口を
有し、前記駆動素子は前記インターポーザに対して外側に位置する部分に形成されている
ことを特徴とする請求項４に記載のインターフェイスモジュール付ＬＳＩパッケージ。
【請求項６】
　前記第１及び第２の電気接続端子の一方がピンで、他方が該ピンと挿脱されるジャック
であることを特徴とする請求項１～５の何れかに記載のインターフェイスモジュール付Ｌ
ＳＩパッケージ。
【請求項７】
　前記第１及び第２の電気接続端子はそれぞれ電極パッドを備え、各々の電極パッド間に
異方性導電フィルムを設けてなることを特徴とする請求項１～５の何れかに記載のインタ
ーフェイスモジュール付ＬＳＩパッケージ。
【請求項８】
　前記インターフェイスモジュール或いは前記インターポーザの何れか一方にガイドピン
が設けられ、残りの一方に前記ガイドピンが挿入されるガイド穴が形成されていることを
特徴とする請求項１～７の何れかに記載のインターフェイスモジュール付ＬＳＩパッケー
ジ。
【請求項９】
　前記インターフェイスモジュールは、実装ボード接続用電気端子を更に有し、該実装ボ
ード接続用電気端子を介して、前記インターポーザとは独立に電源が供給されることを特
徴とする請求項１～８の何れかに記載のインターフェイスモジュール付ＬＳＩパッケージ
。
【請求項１０】
　前記電気接続端子が、前記信号処理ＬＳＩが実装された前記インターポーザ上の面内で
、前記信号処理ＬＳＩを挟んで対向する２辺又は４辺に配列されてなることを特徴とする
請求項１～９の何れかに記載のインターフェイスモジュール付ＬＳＩパッケージ。
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【請求項１１】
　前記伝送線路が光伝送路であり、前記駆動素子として発光素子又は受光素子の少なくと
も何れか一方の光素子と該光素子を駆動するインターフェイスＩＣとを有することを特徴
とする請求項１，２，４～１０の何れかに記載のインターフェイスモジュール付ＬＳＩパ
ッケージ。
【請求項１２】
　請求項１記載のインターフェイスモジュール付ＬＳＩパッケージの実装方法において、
　前記信号処理ＬＳＩが搭載された前記インターポーザを他の実装部品と共に実装ボード
上に実装する工程と、次いで前記インターポーザの第２の電気接続端子と前記インターフ
ェイスモジュールの第１の電気接続端子を位置合わせして前記インターフェイスモジュー
ルを実装する工程とを含むことを特徴とするインターフェイスモジュール付ＬＳＩパッケ
ージの実装方法。
【請求項１３】
　請求項４記載のインターフェイスモジュール付ＬＳＩパッケージの実装方法において、
　前記信号処理ＬＳＩが搭載された前記インターポーザを他の実装部品と共に実装ボード
上に実装する工程と、次いで前記インターフェイスモジュールの前記放熱用ヒートシンク
と前記信号処理ＬＳＩの放熱面との間に熱伝導材料を挿入する工程と、次いで前記第１の
電気接続端子と前記第２の電気接続端子を位置合わせして前記熱伝導性材料が適正な厚み
となるように押圧して前記インターフェイスモジュールを実装する工程とを含むことを特
徴とするインターフェイスモジュール付ＬＳＩパッケージの実装方法。
【請求項１４】
　信号処理ＬＳＩが搭載されたインターポーザ上に搭載されるインターフェイスモジュー
ルであって、
　高速信号を外部配線するための伝送線路と、前記伝送線路に信号を送出又は該伝送線路
から信号を受信する駆動素子と、下面に設けられ前記駆動素子に電気的に接続された電気
接続端子とを具備してなり、中央部に前記信号処理ＬＳＩが挿入される開口を有し、前記
駆動素子は前記インターポーザに対して外側に位置する部分に形成されてなることを特徴
とするインターフェイスモジュール。
【請求項１５】
　信号処理ＬＳＩが搭載されたインターポーザ上に搭載されるインターフェイスモジュー
ルであって、
　高速信号を外部配線するための伝送線路と、前記伝送線路に信号を送出又は該伝送線路
から信号を受信する駆動素子と、下面に設けられ前記駆動素子に電気的に接続された電気
接続端子と、上面に設けられた放熱用ヒートシンクとを具備してなり、中央部に前記信号
処理ＬＳＩが挿入される開口を有し、前記駆動素子は前記インターポーザに対して外側に
位置する部分に形成されてなることを特徴とするインターフェイスモジュール。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、高速信号を外部配線するための信号伝送用高速インターフェイスモジュール
と、これを備えたインターフェイスモジュール付ＬＳＩパッケージ及びその実装方法に関
する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、ＬＳＩのクロック周波数は益々高くなっており、パーソナルコンピュータ用のＣＰ
ＵにおいてもＧＨｚ以上が実用化されている。しかしながら、ＬＳＩ間インターフェイス
のスループット向上のペースは、クロック周波数の上昇に比較すると緩やかで、これがパ
ーソナルコンピュータの性能のボトルネックとなっている。そのため、インターフェイス
の高スループット化の研究開発が盛んに行われている。
【０００３】
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インターフェイスのスループット向上には、１端子当たりの信号周波数の向上と端子数の
増加が必要である。しかし、端子数を多くするとＬＳＩやパッケージの面積が大きくなり
、内部配線長が長くなって高周波動作が不可能になるという制限があるため、１端子当た
りの周波数を高くすることが大きな課題となっている。一方、１端子当たりの周波数を高
くすると、電気信号の減衰は大きくなり、インピーダンス不整合による反射の影響が大き
くなるため、線路長に制限が生じる。そのため、高速信号伝送路としてインピーダンス不
整合や減衰量を極力抑えた伝送線路を用いる必要がある。
【０００４】
インピーダンス不整合や損失の影響が少ない長距離伝送路として、光ファイバーを用いる
ことが有効である。そのため、光電変換機能を持つ光インターフェイスモジュールが用い
られる。光インターフェイスを用いた例で商品化、実用化されたものとして、図１３に示
した構造がある（Proceedings. 51st Electronic Components and Technology Conferenc
e ,P.P.880-5,2001）。
【０００５】
図１３において、９０１は信号処理等を行うＬＳＩで、例えば９０２に示すようなＰＧＡ
パッケージなどに実装されている。ＰＧＡパッケージ９０２は実装ボード９０４に搭載さ
れており、ＬＳＩ９０１からの入出力信号は、パッケージ９０２を介して実装ボード９０
４上に配線された信号線路９０５に接続されている。９１０は光インターフェイスモジュ
ールで、光素子（半導体レーザ素子（ＬＤ）や受光素子（ＰＤ））と光ファイバーを有し
、外部への光信号入出力は光ファイバー９１１を介して行う。さらに、光素子を駆動する
ためのインターフェイスＩＣを内蔵しており、電気入出力端子９１２を通じて実装ボード
９０４上の信号線路９０５や必要な制御信号線及び電源ライン等（図示せず）と接続され
ている。また、９０３，９１３はそれぞれＬＳＩ，光インターフェイスモジュールの放熱
用のヒートシンクである。
【０００６】
このようなボードエッジ実装型の光インターフェイスモジュールでは、一旦光電変換が行
われて光信号になれば、光ファイバが非常に低損失で帯域の制限が少ないため、実装ボー
ド間や装置間といった比較的長い距離でも高速信号伝送が可能である。しかし、光インタ
ーフェイスモジュールの電気入出力を実装ボード上の信号線９０５を介して行うため、実
装ボードでの電気的な信号の減衰やインピーダンス不整合の影響を受ける。実装ボードの
信号配線長は最大３０ｃｍを超えるため、例えば１０Ｇｂｐｓといった高い周波数の信号
を伝送するためには、非常に高価な伝送線路が必要となり、実装ボードのコストが上昇す
るという問題がある。
【０００７】
そこで、高速信号は実装ボードを介さずにＬＳＩパッケージのインターポーザ内のみに限
定し、電気配線長を短くして、インターポーザ上で光信号に変換して外部入出力とする試
みが行われている。
【０００８】
図１４に、ＬＳＩのインターポーザ上に光インターフェイスモジュールを半田付けして固
定し、光コネクタ付ファイバによって光接続する構造を示す（HOT9 Interconnects. Symp
osium on High Performance Interconnects, P.P.31-5,2001或いは日経エレクトロニクス
８１０号、２００１年１２月３日号、pp.121-122）。
【０００９】
図中の１００１は信号処理ＬＳＩで、半田バンプ１００２によりインターポーザ１００３
に電気接続されている。インターポーザ１００３上には、光インターフェイスモジュール
１００４が半田バンプ１００５により実装されており、ＬＳＩ１００１の入出力と配線１
００６で接続されている。光インターフェイスモジュール１００４は、インターフェイス
ＩＣ１００７と光素子１００８が内蔵されており、電気－光信号変換を行っている。これ
らの素子は、光信号用ウィンドウ付のパッケージ１００９に収められており、信頼性が確
保されている。
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【００１０】
ウィンドウ部には平板マイクロレンズ１０１０が搭載されており、入出射ビームを絞り込
むと共に、外部の光ファイバーとの光結合のトレランスを大きくしている。インターポー
ザ１００３は、実装ボード１０１１に半田バンプ１０１２により電気接続されている。光
ファイバ１０１３は、９０°光路変換用ミラー付きのコネクタ１０１４に納められ、位置
合わせピン１０１５をパッケージ１００９の嵌合穴に差し込むことで位置決めを行ってい
る。
【００１１】
この構造によれば、光インターフェイスモジュール１００４を個別にパッケージングした
後インターポーザ１００３に実装することができ、信頼性が高く、良品の光インターフェ
イスモジュールのみを搭載することが可能なので、検査コストを抑えることができる。ま
た、インターポーザ１００３を実装ボード１０１１に実装した後に、光コネクタ１０１４
を接続できるため、インターポーザや他の部品の実装時に熱処理による被覆樹脂の劣化や
、曲げによる破断などといった光ファイバに対する取り扱い上の制限を考慮する必要がな
いなど長所は多い。
【００１２】
しかしながら、この構造では、ＬＳＩ１００１の半田付け、光インターフェイスモジュー
ル１００４の半田付け、場合によってはインターポーザ１００３の半田付けが互いに干渉
するため、それぞれの半田の融点を変えたり、実装の手順に制限が出るなど、実装上の問
題がある。さらに、光コネクタ１０１４の位置を保持するためには、押し当て機構（図示
せず）が別に必要になるなど、光接続をコネクタ化したことにより機構が大きくなりやす
い。そのため、ＬＳＩ１００１の上部に取り付けられるヒートシンクに逃げを作るなど構
造が複雑化することによるコスト上昇や、光インターフェイスモジュール１００４の放熱
用ヒートシンクを取り付けることが困難になるという問題がある。
【００１３】
また、一般に信号の周波数が高くなってくると、１端子当たりの消費電力は大きくなる傾
向にある。例えば、パーソナルコンピュータなどに用いられるＣＰＵでは近年７０～８０
Ｗに達するＬＳＩもある。そこで、信号処理ＬＳＩ上には、ヒートスプレッダと巨大なヒ
ートシンクを設け放熱面積を稼いで、ファンなどで強制空冷を行う構造がとられる。一方
、前述したとおり、信号処理ＬＳＩとインターフェイスモジュール間の配線長は、極力短
くする必要があるため、信号処理ＬＳＩ用のヒートシンクを設置した場合、インターフェ
イスモジュール用の別のヒートシンクを設ける場所的余裕がなくなる。
【００１４】
そこで、信号処理ＬＳＩとインターフェイスモジュールのヒートシンクを共有して、同時
に放熱することが考えられるが、この場合、信号処理ＬＳＩとインターフェイスモジュー
ルを同時にインターポーザに実装した時の、それぞれの上面の高さを厳密に一致させるこ
とや、段差をある値に厳密に制御することは困難である。
【００１５】
さらに、インターフェイスモジュールが半田付けされているため、インターフェイスモジ
ュールの故障時には、高価な信号処理ＬＳＩごと交換する必要が生じるという問題もある
。
【００１６】
次に、図１５にインターポーザに直接光素子を実装し、実装ボード上に有機材料からなる
光導波路を貼り付けて伝送路とする例を示す（第１６回エレクトロニクス実装学術講演大
会、20B-10，2002）。
【００１７】
図中の１１０１はインターフェイスＩＣであり、インターポーザ基板１１０２上に半田付
けされている。インターポーザ基板１１０２はスペーサ１１０３を介して実装ボード１１
０４に固定されている。実装ボード１１０４とインターポーザ基板１１０２上の配線とは
、フレキシブル配線（図示せず）等で接続されており電源や入出力電気信号等が供給され
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るが、信号処理用ＬＳＩ（図示せず）等をインターフェイスＩＣの上に三次元実装するこ
とを想定している。
【００１８】
インターポーザ基板１１０２の下側（実装ボード１１０４側）には面型の光素子１１０５
が搭載されており、実装ボード１１０４上に貼り付けられた、光路を９０°変換するため
のミラー１１０８付の光導波路１１０６と光結合するように位置決めされている。光素子
１１０５、インターポーザ基板１１０２には貫通電極１１０７が設けられており、電気信
号配線の長さを短くすることができ、良好な信号特性を得ることが可能な構造になってい
る。
【００１９】
この場合、光素子１１０５がインターポーザ基板１１０２上に直接ベアチップ実装されて
おり、インターポーザ基板１１０２を実装ボード１１０４へ実装する時に光導波路１１０
６と光結合させる構造になっているため、実装ボード１１０４とインターポーザ１１０２
の熱膨張係数の違いなどから光学精度を維持することが困難である。また、光素子が剥き
出しであると信頼性の確保が難しいため、光素子部を信号伝送に使用する波長で透明な樹
脂等で埋め込むなどの方法を取る必要があるが、実装ボード上での作業が必要になり、製
造上制約が多く、コストがかかるという問題がある。さらに、実装ボードに光導波路を別
途貼り付ける必要があるため、実装工程が複雑化しコストが上昇するといった問題がある
。
【００２０】
また、この場合にも、光素子の故障時には、高価な信号処理ＬＳＩごと交換する必要が生
じるという問題もある。
【００２１】
以上、伝送線路として光ファイバーを用いる例を取り上げて従来技術の問題点を説明した
が、これらの問題は、伝送線路を同軸ケーブルやセミリジドケーブル或いはフレキシブル
配線板等のような電気の伝送線路を用いた場合にも同様に生じる。
【００２２】
【発明が解決しようとする課題】
このように従来、インターフェイスのスループット向上のために各種の光インターフェイ
スモジュールが用いられているが、図１３に示したボードエッジ実装型の光インターフェ
イスモジュールでは、高い周波数の信号を伝送するために高価な伝送線路が必要となり、
実装ボードのコストが上昇するという問題があった。
【００２３】
また、図１４に示した構成では、コネクタ方式のために機構が大きくなりすぎることや、
半田付けが干渉するといった実装上の問題があった。さらに、ヒートシンクに逃げを作る
など構造が複雑化することによるコスト上昇や、光インターフェイスモジュールの放熱用
ヒートシンクを取り付けることが困難になる。信号処理ＬＳＩとインターフェイスモジュ
ールのヒートシンクを共有する場合、これらを同時にインターポーザに実装した時の、そ
れぞれの上面の高さを厳密に一致させることや、段差をある値に厳密に制御することは困
難である。さらに、インターフェイスモジュールが半田付けされているため、インターフ
ェイスモジュールの故障時には、高価な信号処理ＬＳＩごと交換する必要が生じるという
問題もあった。
【００２４】
また、図１５に示した構成では、実装ボードとインターポーザの熱膨張係数の違いなどか
ら光学精度を維持することが困難である。さらに、実装ボードに光導波路を別途貼り付け
る必要があるため、実装工程が複雑化しコストが上昇するといった問題があった。また、
この場合にも、光素子の故障時には、高価な信号処理ＬＳＩごと交換する必要が生じると
いう問題もあった。
【００２５】
また、光素子を用いない電気インターフェイスモジュールを用いる場合も、同様の問題が
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生じる。
【００２６】
本発明は、上記事情を考慮してなされたもので、その目的とするところは、高価な伝送線
路を要することなくインターフェイスモジュールを実装することができ、かつ構造が複雑
化することによるコスト上昇や半田付けが干渉するといった実装上の問題を無くすことが
でき、インターフェイスの高スループット化をはかり得るインターフェイスモジュール付
ＬＳＩパッケージを提供することにある。
【００２７】
また、本発明の他の目的は、ＬＳＩやインターフェイスモジュールの発熱量が大きくなっ
てヒートシンクを共用する必要がある場合にも、ＬＳＩとインターフェイスモジュールの
厚さの違いを吸収することが可能で、熱抵抗の上昇を抑制可能である安価なインターフェ
イスモジュール付ＬＳＩパッケージを提供することにある。
【００２８】
【課題を解決するための手段】
（構成）
上記課題を解決するために本発明は、次のような構成を採用している。
【００２９】
即ち本発明は、信号処理ＬＳＩが搭載され、実装ボード接続用電気端子を有するインター
ポーザと、高速信号を外部配線するための伝送線路を有したインターフェイスモジュール
とを備えたインターフェイスモジュール付ＬＳＩパッケージにおいて、前記インターポー
ザ及び前記インターフェイスモジュールが機械的接触により電気的に接続される電気接続
端子を有することを特徴とする。
【００３０】
また本発明は、上記構成のインターフェイスモジュール付ＬＳＩパッケージの実装方法に
おいて、前記信号処理ＬＳＩが搭載された前記インターポーザを他の実装部品と共に実装
ボード上に実装する工程と、次いで前記インターポーザの電気接続端子と前記インターフ
ェイスモジュールの電気接続端子を位置合わせして前記インターフェイスモジュールを実
装する工程とを含むことを特徴とする。
【００３１】
更に本発明は、上記の構成に加え、前記インターポーザは、前記信号処理ＬＳＩが表面側
に搭載され、裏面側に実装ボード接続用電気端子を有してなり、前記インターフェイスモ
ジュールは、前記伝送線路に信号を送出又は該伝送線路から信号を受信する駆動素子を内
蔵し、かつ前記駆動素子に電気的に接続された第１の電気接続端子を有し、前記インター
ポーザが、表面側に前記第１の電気接続端子と対となる第２の電気接続端子を有し、前記
インターポーザと前記インターフェイスモジュールは、前記第１の電気接続端子と前記第
２の電気接続端子の機械的接触により電気的に接続されることを特徴とする。
【００３２】
また本発明は、信号処理ＬＳＩが搭載され、実装ボード接続用電気端子を有するインター
ポーザと、高速信号を外部配線するための伝送線路を有したインターフェイスモジュール
とを備えたインターフェイスモジュール付ＬＳＩパッケージにおいて、前記インターポー
ザ及び前記インターフェイスモジュールが電気接続端子を有し、前記インターポーザ又は
前記インターフェイスモジュールの少なくとも一方の前記電気接続端子が、機械的押圧に
より高さ調節機構を有することを特徴とする。
【００３３】
更に本発明は、上記の構成に加え、前記インターポーザは、前記信号処理ＬＳＩが表面側
に搭載され、裏面側に実装ボード接続用電気端子を有してなり、前記インターフェイスモ
ジュールは、放熱用ヒートシンクを有し、前記伝送線路に信号を送出又は該伝送線路から
信号を受信する駆動素子を内蔵し、かつ前記駆動素子に電気的に接続された第１の電気接
続端子を有し、前記インターポーザが、表面側に前記第１の電気接続端子と対となる第２
の電気接続端子を有し、前記第１の電気接続端子と前記第２の電気接続端子は、機械的接
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触により電気的に接続され、前記信号処理ＬＳＩの厚さ方向に沿った相対距離の所定範囲
で機械的接触が保持されるものであり、前記第１の電気接続端子と前記第２の電気接続端
子が電気接続された状態で、前記信号処理ＬＳＩが前記放熱用ヒートシンクに熱的に接続
されることを特徴とする。
【００３４】
また本発明は、上記構成のインターフェイスモジュール付ＬＳＩパッケージの実装方法に
おいて、前記信号処理ＬＳＩが搭載された前記インターポーザを他の実装部品と共に実装
ボード上に実装する工程と、次いで前記インターフェイスモジュールの前記放熱用ヒート
シンクと前記信号処理ＬＳＩの放熱面との間に熱伝導材料を挿入する工程と、次いで前記
第１の電気接続端子と前記第２の電気接続端子を位置合わせして前記熱伝導性材料が適正
な厚みとなるように押圧して前記インターフェイスモジュールを実装する工程とを含むこ
とを特徴とする。
【００３５】
ここで、本発明の望ましい実施態様としては次のものが挙げられる。
【００３６】
(1) 第１の電気接続端子はピンで形成され、第２の電気接続端子はピンが挿脱されるジャ
ックで形成されていること。或いはその逆に、第２の電気接続端子はピンで形成され、第
１の電気接続端子はピンが挿脱されるジャックで形成されていること。
【００３７】
(2) 第１の電気接続端子及び第２の電気接続端子は電極パッドを備え、各々の電極パッド
間に異方性導電フィルムが設けられていること。
【００３８】
(3) インターフェイスモジュールにガイドピンが設けられ、インターポーザの表面側にガ
イドピンが挿入されるガイド穴が形成されていること。或いはその逆に、インターポーザ
にガイドピンが設けられ、インターフェイスモジュールの表面側にガイドピンが挿入され
るガイド穴が形成されていること。
【００３９】
(4) インターフェイスモジュールは、実装ボード接続用電気端子を更に有し、該実装ボー
ド接続用電気端子を介して、インターポーザとは独立に電源が供給されること。
【００４０】
(5) インターフェイスモジュールの駆動素子と第１の電気接続端子とがフレキシブル電気
配線フィルムによって接続され、かつ第１の電気接続端子と第２の接続端子との間に加圧
に対する可塑性を有する異方性導電フィルムが設置されていること。
【００４１】
(6) 第１の電気接続端子及び第２の電気接続端子が、信号処理ＬＳＩと放熱用ヒートシン
クとの熱的接続経路を挟んで対向する２辺又は４辺に配列されてなること。
【００４２】
(7) 伝送線路が光ファイバなどの光伝送路であり、駆動素子が発光素子又は受光素子の少
なくとも何れか一方の光素子と該光素子を駆動するインターフェイスＩＣとからなること
。
【００４３】
(8) 伝送線路は、コネクタなどを介することなくインターフェイスモジュールに直接接続
されていること。
【００４４】
（作用）
本発明によれば、インターフェイスモジュールをピグテール型（伝送線路の一端をインタ
ーフェイスモジュール内に含む構造）として光学的結合或いは電気的接続保持構造を含め
て別パッケージに収め小型化をはかると共に、インターフェイスモジュールとインターポ
ーザを、これらに設けた電気接続端子を介して機械的接触により電気的に接続する構造と
することで、前述した課題を解決することができる。
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【００４５】
より具体的には、インターフェイスモジュールをインターポーザに直接実装しているので
、信号処理ＬＳＩとインターフェイスモジュールとの間の電気配線長を短くでき、これに
より高価な伝送線路を要することなく高スループットのインターフェイスモジュールを実
装することができる。また、インターフェイスモジュールの外部配線はコネクタによる結
合ではなく、直接結合されているので、インターフェイスモジュールの構造が複雑化する
こともない。さらに、インターポーザとインターフェイスモジュールとを電気接続端子に
より結合可能にしているので、インターポーザとインターフェイスモジュールとの半田付
けが干渉するといった問題はない。
【００４６】
また、インターフェイスモジュールをヒートシンクに固定し、電気接続端子に高さ調節機
能を持たせることで、ＬＳＩとインターフェイスモジュールの高さの違いを吸収すること
ができる。これにより、ＬＳＩやインターフェイスモジュールの発熱量が大きくなってヒ
ートシンクを共用する必要がある場合にも、ＬＳＩとインターフェイスモジュールの厚さ
の違いを吸収することができ、熱抵抗の上昇を抑制可能である安価なインターフェイスモ
ジュール付ＬＳＩパッケージを実現することが可能となる。
【００４７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の詳細を図示の実施形態によって説明する。
【００４８】
（第１の実施形態）
図１は、本発明の第１の実施形態に係わる高速インターフェイスモジュール付ＬＳＩパッ
ケージの概略構成を示す断面図であり、（ａ）は光インターフェイスモジュールの接続前
、（ｂ）は光インターフェイスモジュールの接続後の状態を示している。
【００４９】
図中の１は信号処理ＬＳＩであり、このＬＳＩ１はインターポーザ２に半田バンプ３によ
り電気接続され、アンダーフィル樹脂１１で半田バンプ接続部が封止されている。インタ
ーポーザ２には、高速信号配線４が配線されており、ＬＳＩ１の信号入出力端子と半田バ
ンプ３で接続されている。高速信号配線４の他端は、インターポーザ２の表面側に設けら
れたジャック（第２の電気接続端子）１０と接続されている。
【００５０】
７は光インターフェイスモジュールであり、このモジュール７はインターフェイスＩＣ，
光素子，及び光ファイバー８などを有している。光インターフェイスモジュール７の接続
ピン（第１の電気接続端子）９は、ジャック１０に挿入されるようになっている。また、
図示していないが、電源や接地ラインや低速の制御信号ラインも同様に接続されている。
インターポーザ２は、実装ボード６の電気配線と半田バンプ５により接続されている。
【００５１】
このような構造によれば、通常のＢＧＡパッケージＬＳＩの実装とほぼ同等の工程で、実
装ボード６にインターポーザ２を実装後（図１（a）の状態）に、光インターフェイスモ
ジュール７を機械的に電気接続することができる（図１（b）の状態）。即ち、実装ボー
ド６上へ他の部品と共にインターポーザ２の電気実装、即ちリフローやレーザ加熱などと
いった熱処理後に、光インターフェイスモジュール７を搭載可能であり、電気実装親和性
が高い構造である。
【００５２】
また、光インターフェイスモジュール７は、別個にパッケージングされるため、信頼性の
確保が可能で、さらにそれ自体で検査可能な構造であり、光素子不良による実装ボード６
の歩留り低下を抑制可能である。さらに、光インターフェイスモジュール７は、電気実装
により熱処理なしに実装できるため、ピグテール方式採用による実装への制限が少なくて
済む。また、高速信号は実装ボード６の配線を経由せずに、インターポーザ２から接続ピ
ン９経由で光インターフェイスモジュール７に到るため、距離が短くて済み高周波信号を
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伝送可能である。
【００５３】
また、光インターフェイスモジュール７は、光ファイバ８をコネクタにより接続するので
はなく直接接続しているので、小型に形成することができる。さらに、光ファイバ８を横
方向から挿入しているで、光インターフェイスモジュール７の厚さを薄く形成することが
できる。従って、インターポーザ２に対して、ＬＳＩ１の上面よりも光インターフェイス
７の上面の高さを低くでき、ＬＳＩ１に対する大きなヒートシンク２１の設置スペースを
確保することが容易となる。
【００５４】
図２は、本実施形態の高速インターフェイスモジュール付ＬＳＩパッケージの実際の実装
状態を示す斜視図である。
【００５５】
他の実装部品と共に信号処理ＬＳＩ１が搭載されたインターポーザ２が実装ボード６に実
装された後、図中矢印で示したように、光インターフェイスモジュール７の接続ピン９が
インターポーザ２上のジャック１０に挿入されて完成する。実装ボード６上の１３は配線
、１４はチップ部品である。また、光ファイバ８の光インターフェイスモジュール７の反
対端には、外部光ファイバとの接続用の光コネクタ１２が接続されている。
【００５６】
このように、光インターフェイスモジュール７から離れた場所で光コネクタ１２を接続す
ることにより、前述した光コネクタ構造が大きくなることによる、実装制限を解決するこ
とが可能である。また、この図では、光インターフェイスモジュール７とインターポーザ
２の電気接続は、図中の接続ピン９とジャック１０とからなるが、これらのピン／ジャッ
クは信号処理ＬＳＩ１の周囲の４辺で接続されているため、接続時に接続ピン９にかかる
力を均等化できる。このため、特定のピンに力が集中しピンが破壊したり、インターポー
ザ２に偏った力がかかって半田付け部が破壊するなどの不良を抑制できる。
【００５７】
また、信号処理ＬＳＩ１を搭載したインターポーザ２を、他の実装部品（例えば、キャパ
シタやリアクタンスといったチップ部品、或いは周辺のＬＳＩやＩＣなど）と共に、通常
のリフロー工程による半田付けやソケットへの嵌合といった方法で電気実装を終了後、イ
ンターフェイスモジュール７を熱履歴を加えることなく、機械的な接続のみで後付けする
ことができる。このため、インターフェイスモジュール７に用いられる伝送線路を実装工
程に制限されずに選択することが可能である。従って、伝送距離や周波数或いはコストに
応じた最適の材料を選択でき、全体としてコストが低減可能という効果がある。
【００５８】
（第２の実施形態）
図３は、本発明の第２の実施形態に係わる高速インターフェイスモジュール付ＬＳＩパッ
ケージの概略構成を示す断面図である。なお、図１と同一部分には同一符号を付して、そ
の詳しい説明は省略する。
【００５９】
第１の実施形態の構成において、信号の帯域を上げるために信号線の数を増やす場合、光
インターフェイスモジュール７のコネクタ（接続ピンを９）を微細な構造としてピッチを
狭くする必要がある。この場合、接続時の位置合わせに高い精度が要求される。
【００６０】
そこで本実施形態では、図３に示すように、光インターフェイスモジュール７位置合わせ
用のガイドピン１５を取り付け、インターポーザ５上にガイドピン１５が挿入されるガイ
ド穴１６を設けている。
【００６１】
このような構成であれば、ガイドピン１５をガイド穴１６に位置合わせして挿入するだけ
で、接続時の高い位置合わせ精度を達成することができる。従って、第１の実施形態と同
様の効果が得られるのは勿論のこと、光インターフェイスモジュール７のコネクタを微細
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な構造としてピッチを狭くした場合にも十分対応することができる。
【００６２】
（第３の実施形態）
図４は、本発明の第３の実施形態に係わる高速インターフェイスモジュール付ＬＳＩパッ
ケージの概略構成を示す断面図である。なお、図１と同一部分には同一符号を付して、そ
の詳しい説明は省略する。
【００６３】
第１の実施形態の構成において、光インターフェイスモジュール７の電源及び接地ライン
を信号処理ＬＳＩ１と共有すると、それぞれのスイッチングノイズが干渉して信号雑音と
なる場合が考えられる。この問題を回避するため、インターポーザ２上で信号処理ＬＳＩ
１と光インターフェイスモジュール７の各々の電源ラインに直近で、キャパシタンスなど
を用いてデカップリングする必要があるが、インターポーザ２上は寸法の制限があり、光
インターフェイスモジュール７を搭載したことにより増えるチップ部品を搭載するのに十
分な余裕があるとは言い難い。
【００６４】
そこで本実施形態では、図４に示すように、光インターフェイスモジュール７の電源及び
接地を実装ボード６の電源配線１７から直接とり、実装ボード６の裏面でキャパシタンス
チップ或いはノイズフィルタチップ１８等によりデカップリングしている。ここで、実装
ボード６と光インターフェイスモジュール７の接続は、インターポーザ２との接続と同様
にピン・ジャックを用いた構造である。
【００６５】
このような構成であれば、光インターフェイスモジュール７を追加したことにより増えた
チップ部品を実装ボード６に置くことができる。従って、第１の実施形態と同様の効果が
得られるのは勿論のこと、寸法制限が減り、インターポーザ２側に大きな変更をしないで
も、より強固なデカップリングを施すことができるという効果がある。
【００６６】
以上で述べた実施形態では、インターポーザの表面に信号処理ＬＳＩおよび電気接続端子
が設けられた例であるが、図５及び図６に示すような位置関係であっても良い。
【００６７】
（第４の実施形態）
図５の（ａ）は光インターフェイスモジュールの接続前の状態を示す断面図であり、（ｂ
）は光インターフェイスモジュールの接続後の状態を示す断面図である。
【００６８】
本実施形態の場合は、信号処理ＬＳＩは、インターポーザ内のキャビティ３１に納められ
た構造と成っており、信号処理ＬＳＩがパッケージの外側に剥き出しとならないため、取
り扱い性や信頼性に優れた構造となっている。
【００６９】
（第５の実施形態）
図６の（ａ）は光インターフェイスモジュールの接続前の状態を示す断面図であり、（ｂ
）は光インターフェイスモジュールの接続後の状態を示す断面図である。
【００７０】
本実施形態では、さらに電気接続端子がインターポーザ側面に設けられているため、全体
としての薄型化が可能であるという特徴をもつ。
【００７１】
（第６の実施形態）
図７は、本発明の第６の実施形態に係わる高速インターフェイスモジュール付ＬＳＩパッ
ケージの概略構成を説明するためのもので、（ａ）は光インターフェイスモジュールの接
続前の状態を示す断面図、（ｂ）は光インターフェイスモジュールの接続後の状態を示す
断面図、（ｃ）は電気接続部の構成を示す断面図である。なお、図１と同一部分には同一
符号を付して、その詳しい説明は省略する。
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【００７２】
図７（ａ）に示すように、光インターフェイスモジュール７の上面は、ヒートシンク２１
に適切な厚さの熱伝導性接着剤２０により固定されている。一方、信号処理ＬＳＩ１が実
装されたインターポーザ２は、半田バンプ５により実装ボード６に半田付けされている。
そして、信号処理ＬＳＩ１の上面に適切な厚さの熱伝導性ペースト材１９を介して、光イ
ンターフェイスモジュール７を搭載したヒートシンク２１が接着されるようになっている
。このとき、接続ピン９はインターポーザ２上のジャック１０に挿入されて電気的に接続
される（図７（ｂ）の状態）。
【００７３】
ジャック１０は、例えば図７（ｃ）に示すように、インターポーザ２に設けられた嵌合穴
の内面に形成され高速信号配線４に接続された導体１０－１と、導体１０－１に電気的に
接続された可撓性を有する導電性のバネ１０－２から形成されている。バネ１０－２が接
続ピン９との接触を保持し、接続ピン９の先端が嵌合穴の底辺との間に余裕を持つ構造で
実現可能で、接続ピン９はジャック１０と電気的に接続を保ちながら上下に変位可能であ
る。稼動範囲は、接続ピン９の長さと嵌合穴の深さに依存し、数百μｍ程度の変位が可能
である。
【００７４】
このような構造によれば、図８（ａ）に示すように、光インターフェイスモジュール７が
ヒートシンク２１に適正な厚さの熱伝導性接着剤２０で固定された後に、図８（ｂ）に示
すように、信号処理ＬＳＩ１の裏面にヒートシンク２１を適正な厚さの熱伝導性ペースト
材１９等で密着させることが可能である。このため、信号処理ＬＳＩ１と光インターフェ
イスモジュール７のそれぞれに適正な厚さを設定でき、熱抵抗が上昇するのを抑えること
ができ、かつＬＳＩ－光インターフェイスモジュール間の電気的な接続を保持することが
可能である。また、熱伝導性ペースト１９の代わりに流動性のない熱伝導性シートを用い
ることも可能となり、加圧による厚みの制御を容易にすることができる。
【００７５】
ここで、光インターフェイスモジュール７をインターポーザ２に半田付けする構成も考え
られる。この場合、信号処理ＬＳＩ１及び光インターフェースモジュール７共に熱伝導性
接着剤を用いてヒートシンク２１に接着することになるが、ＬＳＩ１と光インターフェイ
スモジュール７の厚さの違いによる段差を、この熱伝導性接着剤の厚さを変えることで吸
収しなければならない。
【００７６】
熱伝導性接着剤の熱伝導率は３０～６０Ｗ／ｍ／Ｋ程度であり、ヒートシンク材でよく使
われるアルミニウムの２４０Ｗ／ｍ／ＫやＬＳＩ材料であるシリコンの１５０Ｗ／ｍ／Ｋ
と比較して低い値にとどまっている。従って、放熱の観点からは熱伝導性接着剤の厚さは
なるべく薄いほうが有利であるが、薄くなると接着強度が低下すると同時にクラック発生
の原因となる。ＬＳＩが薄い場合、ＬＳＩ側の熱伝導性接着剤が厚くなり、厚さ関係が逆
の場合は光インターフェイスモジュール側の接着剤が厚くなり、同時に双方に最適な厚み
とすることが難しい。つまり、接着剤の厚さで段差を吸収するために、何れかに厚い接着
剤が必要な部分が生じ、その部分の熱抵抗が高くなって放熱能力が低下するという問題が
ある。
【００７７】
これに対し本実施形態のように、接続ピン９とジャック１０を用いた高さ調節機構では、
高さ調節機構により信号処理ＬＳＩ１と光インターフェイスモジュール７との段差を吸収
することができ、これにより上記の問題を解決できることになる。
【００７８】
また、図８では、光インターフェイスモジュール７の電気接続は、信号処理ＬＳＩ１の周
囲の４辺に配列しているため、接続時に接続部にかかる力を均等化できる。そのため、信
号処理ＬＳＩ１の裏面の熱伝導性ペースト１９を押し当てるときに平坦に押し圧をかける
ことができ、熱伝導性ペーストの厚さを均一とすることが容易になり、厚さの面内分布を
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抑えることができるという効果がある。熱伝導性シートを用いた場合も同様に圧力の均一
化が可能で、部分加圧による熱抵抗上昇を抑制できる。また、同時に特定のピンに力が集
中し破壊したり、インターポーザ２に偏った力がかかってボード実装用半田付け部が破壊
するなどの不良を抑制できる。
【００７９】
このような効果は、必ずしも４辺接続に限定されるものではなく、例えば対向する２辺接
続でも同様の効果を得ることができる。また、電気接続端子の全てが電気的に接続される
必要がないため、例えば光ファイバが１辺のみに有って、それに該当する端子のみが電気
的に接続されて、残り３辺は全て機械的に支えるためのダミー端子であっても良い。
【００８０】
光インターフェイスモジュール７とインターポーザ２の電気的接続部の構造は、必ずしも
図７（ｃ）に限定されるものではなく、適宜変更可能である。例えば、インターポーザ２
側に異方性導電フィルム、モジュール７側に電極パッドを設けた構造であってもよい。異
方性導電フィルムは加圧に対する可塑性を持っており、押し圧に依存して数十～数百μｍ
程度（フィルムの厚さに依存）の沈み込みが可能であるため、ＬＳＩ１と光インターフェ
イスモジュール７の段差のばらつきを吸収することが可能である。
【００８１】
異方性導電フィルムを用いた場合の高さ調節範囲は、前述のピン構造よりも小さくなるが
、この構造によれば、インターポーザ２にジャック１０を埋め込むための嵌合穴を設けた
り、光インターフェイスモジュール７にピンを取り付けるなどの特別の加工を追加するこ
となく通常の工程で構成可能であるため、インターポーザ２及び光インターフェイスモジ
ュール７のコストを低減できるという効果がある。
【００８２】
（第７の実施形態）
図９は、本発明の第７の実施形態に係わる高速インターフェイスモジュール付ＬＳＩパッ
ケージの概略構成を説明するためのもので、（ａ）は光インターフェイスモジュールの接
続前の状態を示す断面図、（ｂ）は光インターフェイスモジュールの接続後の状態を示す
断面図、（ｃ）は電気接続部の構成を示す断面図である。なお、図１と同一部分には同一
符号を付して、その詳しい説明は省略する。
【００８３】
図９（ａ）に示すように、信号処理ＬＳＩ１がインターポーザ２上に実装されており、信
号処理ＬＳＩ１の信号入出力はインターポーザ２内の電気配線４によりインターポーザ２
表面の信号処理ＬＳＩ１周辺部に引き出されている。
【００８４】
図９（ｃ）に示すように、インターポーザ２内部の信号配線４は、メタルポスト４－１を
介して表面に露出しており、露出部には電極パッド４－２が形成されている。さらに、電
極パッド４－２に接触するようにインターポーザ２上には、加圧に対する可塑性を持った
異方性導電フィルム２４が貼り付けられている。異方性導電フィルム２４は加圧に対する
可塑性を持っており、図９（ｂ）に示すように電気的に接続される際に、押し圧に依存し
て数十～数百μｍ程度（フィルムの厚さに依存）の沈み込みが可能であるため、ＬＳＩ１
と光インターフェイスモジュール７の段差のばらつきを吸収することが可能である。
【００８５】
高さ調節範囲は、前述のピン構造よりも小さくなるが、この構造によれば、インターポー
ザ２にジャック１０を埋め込むための嵌合穴を設けたり、光インターフェイスモジュール
７にピン９を取り付けるなどの特別の加工を追加することなく通常の工程で構成可能であ
るため、インターポーザ２及び光インターフェイスモジュール７のコストを低減できると
いう効果がある。なお、この構造では、電極パッド４－２及び２３の面内方向寸法に相当
する横方向の実装余裕を持つという効果もある。
【００８６】
一方、光インターフェイスモジュール７は、図９（ａ）に示すように適切な厚さの熱伝導
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性接着剤２０によりヒートシンク２１に固定されている。光インターフェイスモジュール
７の電気入出力部２２は、例えばポリイミドを基材とするフレキシブル配線フィルム等か
らなり、上面の“べた”電極が接着剤３０によりヒートシンク２１に固定されている。電
気入出力部２２では殆ど発熱がないため、接着剤３０は熱伝導性が高い必要はない。フレ
キシブル配線フィルム２２には表面（図では下側）に露出した電極ポスト２３が設けられ
ており、ヒートシンク２１がＬＳＩ１に押圧されると同時に、電極ポスト２３が異方性導
電フィルム２４に押圧されることにより電気的な接触を得ることができる（図９（ｂ））
。
【００８７】
フレキシブル配線フィルム２２の電極ポスト２３は光インターフェイスモジュール７本体
のパッケージ内に導かれ、パッケージ内での露出部でインターフェイスＩＣ２５と金ワイ
ヤや半田バンプにより電気的に接続されている。このパッケージ内には、インターフェイ
スＩＣ２５と金ワイヤや半田バンプにより電気的に接続された光素子２６と光ファイバ８
とを有しており、光素子２６と光ファイバ８とが光結合している。
【００８８】
これまで述べてきた実施形態と同様、インターフェイスＩＣ２５や光素子２６、光ファイ
バ８はインターポーザ２の外側に配置可能であるが、この構造によれば、インターポーザ
２上にかかる光インターフェイスモジュール７の厚さは、フレキシブル配線フィルム２２
の厚さと接着剤３０の厚さの和程度で済む。従ってこの場合、信号処理ＬＳＩ１が非常に
薄くなり、インターポーザ２とヒートシンク２１との間隙が狭く光インターフェイスモジ
ュール７にピン等を立てることが困難になった場合にも適用可能である。
【００８９】
例えば、接着剤３０及び配線フィルム２２の厚さは、それぞれ３０μｍと５０μｍ程度ま
で薄くすることができる。また、異方性導電フィルム２４の厚さは、１００μｍ程度まで
薄くできる（例えば、信越ポリマー株式会社販売のＭＴ－Ｔタイプなど参照）。従って、
信号処理ＬＳＩ１の厚さが２００μｍ程度まで薄くなった場合でも実現が可能な構造であ
る。しかも、この構造によれば、光インターフェイスモジュール７の厚さは、ヒートシン
ク２１と実装ボード６の間に収まる厚さであれば良く、光インターフェイスモジュール７
と信号処理ＬＳＩ１の段差ばらつきは問題にならず、信号処理ＬＳＩ１の厚さと電気入出
力部２２の厚さの段差ばらつきは、可塑性を有する異方性導電フィルム２４の沈み込み量
で吸収できるため、ヒートシンク２１の共用が実現可能である。
【００９０】
図１０に、本実施形態の実装手順を示す。光インターフェイスモジュール７はヒートシン
ク２１に適正な厚さの熱伝導性接着剤或いは半田等で固定し、電気入出力部２２を別の接
着剤３０で固定する。信号処理ＬＳＩ１の上面（露出面）に熱伝導性ペースト材１９を挿
入後、ヒートシンク付光インターフェイスモジュールを矢印で示したように、電気接続端
子を位置合わせして装着する。ヒートシンク２１は外部のホルダ（図示せず）によりＬＳ
Ｉ１に押し当てる方向に加圧される。そのとき、可塑性の異方性導電フィルム２４の沈み
込みにより、厚さばらつきが吸収されて信号処理ＬＳＩ上面の熱伝導性ペースト材の厚さ
が適切になるまで加圧され固定される。
【００９１】
この構造により、ＬＳＩ１及び光インターフェイスモジュール７それぞれに適正な熱伝導
性接着剤等の厚さを確保できるため、熱抵抗が上昇することを抑えて、インターポーザと
光インターフェイスモジュールの電気的な接続を保持することが可能となる。
【００９２】
また、電気接続部はインターポーザの上面に配置されている必要は無く、図１１に示すよ
うに、インターポーザ２の側面において電気的接続が行われる位置関係であっても良い。
【００９３】
（第８の実施形態）
図１１（ａ）（ｂ）は、本発明の第８の実施形態に係わる高速インターフェイスモジュー
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ル付ＬＳＩパッケージの概略構成を説明するためのもので、（ａ）は光インターフェイス
モジュールの接続前の状態を示す断面図、（ｂ）は光インターフェイスモジュールの接続
後の状態を示す断面図である。図１２（ａ）（ｂ）（ｃ）は電気接続部の構成を示す断面
図である。なお、図１と同一部分には同一符号を付して、その詳しい説明は省略する。
【００９４】
電気接続部１０はインターポーザ２の側面の辺縁部に縦の溝状に形成されており、インタ
ーフェイスモジュール７の電気接続部９が上方より挿入される（図１２（ａ））。挿入さ
れて電気接続を維持したまま図１２（ｂ）及び図１２（ｃ）で示したように上下方向への
位置調整が可能な構造である。この構造によれば、インターフェイスモジュール７の電気
接続部の厚さが信号処理ＬＳＩ１の高さに制限されないため、構成に自由度が出るという
特徴を持つ。
【００９５】
なお、本発明は上述した各実施形態に限定されるものではない。実施形態では、伝送線路
として光ファイバーを用いる例を取り上げて説明したが、伝送線路を同軸ケーブルやセミ
リジドケーブル或いはフレキシブル配線板等のような電気の伝送線路を用いた場合にも同
様の効果が得られる。即ち、光インターフェイスモジュールの代わりに、線路駆動用のラ
インドライバＩＣと、電気伝送線路と、電気伝送線路とラインドライバＩＣ出力とを接続
する手段（例えば、半田バンプやワイヤボンディングなど）と、インターフェイスモジュ
ール外部の信号処理ＬＳＩの入出力信号と接続される入出力電気端子を内蔵したインター
フェイスモジュールとしても良い。
【００９６】
また、第２，第３の実施形態は、第１の実施形態以外の第４～第８の実施形態と適宜組み
合わせて使用することも可能である。その他、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々変
形して実施することができる。
【００９７】
【発明の効果】
以上詳述したように本発明によれば、光結合構造や電気接続及び伝送線路保持機構を別パ
ッケージに収めることで、光学精度の維持或いは電気接続の保持を容易に実現でき信頼性
が確保でき、かつ実装ボードやインターポーザに大きな変更を加えずとも、電気実装との
整合性が高いインターフェイスモジュール付ＬＳＩパッケージを提供可能にするという効
果がある。
【００９８】
また、ＬＳＩやインターフェイスモジュールの発熱量が大きくなってヒートシンクを共用
する必要がある場合にも、ＬＳＩとインターフェイスモジュールの厚さの違いを吸収する
ことが可能であり、熱抵抗の上昇を抑制可能である安価な高速インターフェイスモジュー
ルを提供可能であるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１の実施形態に係わる高速インターフェイスモジュール付ＬＳＩパッケージの
概略構成を示す断面図。
【図２】第１の実施形態のＬＳＩパッケージの実際の実装状態を示す斜視図。
【図３】第２の実施形態に係わる高速インターフェイスモジュール付ＬＳＩパッケージの
概略構成を示す断面図。
【図４】第３の実施形態に係わる高速インターフェイスモジュール付ＬＳＩパッケージの
概略構成を示す断面図。
【図５】第４の実施形態に係わる高速インターフェイスモジュール付ＬＳＩパッケージの
概略構成を示す断面図。
【図６】第５の実施形態に係わる高速インターフェイスモジュール付ＬＳＩパッケージの
概略構成を示す断面図。
【図７】第６の実施形態に係わる高速インターフェイスモジュール付ＬＳＩパッケージの
概略構成と要部構成を示す断面図。
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【図８】第６の実施形態における実装手順を説明するための斜視図。
【図９】第７の実施形態に係わる高速インターフェイスモジュール付ＬＳＩパッケージの
概略構成と要部構成を示す断面図。
【図１０】第７の実施形態における実装手順を説明するための斜視図。
【図１１】第８の実施形態に係わる高速インターフェイスモジュール付ＬＳＩパッケージ
の概略構成を示す断面図。
【図１２】第８の実施形態に係わる高速インターフェイスモジュール付ＬＳＩパッケージ
の要部構成を示す断面図。
【図１３】第１の従来例として、ボードエッジ実装型の光インターフェイスモジュールの
概略構成を示す断面図。
【図１４】第２の従来例として、インターポーザ上に光インターフェイスモジュールを半
田付けし、光コネクタ付ファイバによって光接続した構造を示す断面図。
【図１５】第３の従来例として、インターポーザに直接光素子を実装し、実装ボード上に
有機材料からなる光導波路を貼り付けて伝送路とした例を示す断面図。
【符号の説明】
１…信号処理ＬＳＩ
２…インターポーザ
３，５…半田バンプ
４…高速信号配線（内部電気配線）
６…実装ボード
７…光インターフェイスモジュール
８…光ファイバ（伝送線路）
９…接続ピン（第１の電気接続端子）
１０…ジャック（第２の電気接続端子）
１１…アンダーフィル樹脂
１２…光コネクタ
１３…ボード上配線
１４…チップ部品
１５…ガイドピン
１６…ガイド穴
１７…電源配線
１８…ノイズフィルタチップ
１９…熱伝導性ペースト
２０…熱伝導性接着剤
２１…ヒートシンク
２２…フレキシブル配線フィルム
２３…電極ポスト
２４…異方性導電フィルム
３０…接着剤
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