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(57)【要約】
【課題】複数の発光素子から出射されるそれぞれの光の
強度をより一定なものとするように制御する光送信モジ
ュールの提供。
【解決手段】パッケージ１０１と、前記パッケージ１０
１の内部で光をそれぞれ出射する複数の発光素子２００
と、前記複数の発光素子２００の光出力をそれぞれモニ
タリングするために、前記パッケージ１０１の内部で前
記光の一部が入射する受光面３０１をそれぞれ有する複
数の受光素子３００と、前記複数の受光素子３００にそ
れぞれ前記受光面３０１を避けて設けられた遮光性部材
４００と、を備える電気信号を光信号に変換して出力す
る光送信モジュール。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気信号を光信号に変換して出力する光送信モジュールであって、
　パッケージと、
　前記パッケージの内部で光をそれぞれ出射する複数の発光素子と、
　前記複数の発光素子の光出力をそれぞれモニタリングするために、前記パッケージの内
部で前記光の一部が入射する受光面をそれぞれ有する複数の受光素子と、
　前記複数の受光素子にそれぞれ前記受光面を避けて設けられた遮光性部材と、を備える
、
　ことを特徴とする光送信モジュール。
【請求項２】
　前記遮光性部材のうちの少なくとも一部は遮光性の樹脂で形成されている、
　ことを特徴とする請求項１に記載の光送信モジュール。
【請求項３】
　前記複数の発光素子からそれぞれ出射する前記光を分岐するビームスプリッタをさらに
有し、
　前記複数の受光素子のそれぞれは、前記ビームスプリッタ上に配置され、
　前記複数の受光素子のそれぞれの受光面は、前記ビームスプリッタと対向する側に備え
られる、
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の光送信モジュール。
【請求項４】
　前記複数の発光素子は、それぞれ、光伝送に用いられる光信号を出力する第一発光面と
、前記第一発光面と逆の面である第二発光面を有し、
　前記複数の受光素子は、前記第二発光面側に配置され、前記第二発光面からの出力光が
入射される、
ことを特徴とする請求項１又は２に記載の光送信モジュール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光送信モジュールに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、発光素子と、受光素子とを収納部内に配置し、前記収納部の壁面に形
成された透明部を介して前記発光素子からの信号光が出射される半導体レーザ装置におい
て、前記発光素子から前記透明部を介して出射される信号光が前記透明部で反射されるこ
とで生じる散乱光が前記受光素子に入射されるのを阻止するための散乱光遮蔽部材を備え
たことを特徴とする半導体レーザ装置について開示がされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－１９７４６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　電気信号を光信号に変換して出力する光送信モジュールには、発光素子から出射される
光をモニタリングするための受光素子が備えられる。この受光素子は、発光素子から出射
される光出力をモニタリングし、モニタリング結果に基づいて光送信モジュールは発光素
子から出射される光強度を一定なものとするように制御する。
【０００５】
　この受光素子は発光素子毎に必要とされるものであり、複数の発光素子が備えられる光
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送信モジュールには、発光素子と同数の受光素子が備えられることとなる。
【０００６】
　近年の光送信モジュールの小型化の要請から、一つのパッケージ内に複数の発光素子、
及び複数の受光素子が密に備えられている場合、一の受光素子には本来モニタリングした
い一の発光素子から出射される光以外の、隣接する他の発光素子からの漏れ光や迷光も入
射されることが考えられる。
【０００７】
　このような漏れ光等が受光素子に入射されると、受光素子は正確なモニタリング結果を
得ることができず、結果、該一の発光素子から出射される光強度を一定なものとするよう
に制御することが困難なものとなるおそれがある。
【０００８】
　本発明の目的は、複数の発光素子、及び複数の受光素子が備えられる光送信モジュール
において、複数の受光素子のそれぞれが発光素子から出射される光を高精度にモニタリン
グし、もって、複数の発光素子から出射されるそれぞれの光の強度をより一定なものとす
るように制御する光送信モジュールを提供することにある。
【０００９】
　また、本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述および添付
図面によって明らかにする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の実施形態に係る光送信モジュールは、電気信号を光信号に変換して出力する光
送信モジュールであって、パッケージと、前記パッケージの内部で光をそれぞれ出射する
複数の発光素子と、前記複数の発光素子の光出力をそれぞれモニタリングするために、前
記パッケージの内部で前記光の一部が入射する受光面をそれぞれ有する複数の受光素子と
、前記複数の受光素子にそれぞれ前記受光面を避けて設けられた遮光性部材と、を備える
ことを特徴とする。
【００１１】
　また、前記遮光性部材のうちの少なくとも一部は遮光性の樹脂で形成されていることと
してもよい。
【００１２】
　また、前記複数の発光素子からそれぞれ出射する前記光を分岐するビームスプリッタを
さらに有し、前記複数の受光素子のそれぞれは、前記ビームスプリッタ上に配置され、前
記複数の受光素子のそれぞれの受光面は、前記ビームスプリッタと対向する側に備えられ
ることとしてもよい。
【００１３】
　また、前記複数の発光素子は、それぞれ、光伝送に用いられる光信号を出力する第一発
光面と、前記第一発光面と逆の面である第二発光面を有し、前記複数の受光素子は、前記
第二発光面側に配置され、前記第二発光面からの出力光が入射されることとしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の第１実施形態に係る光送信モジュールの内部を上方から見た様子を示す
図である。
【図２】図１の切断線ＩＩ‐ＩＩにおける断面を示す図であり、第１実施形態に係る光送
信モジュールの構成を示す図である。
【図３】本発明の第２実施形態に係る光送信モジュールの内部を上方から見た様子を示す
図である。
【図４】図３の切断線ＩＶ‐ＩＶにおける断面を示す図であり、第２実施形態に係る光送
信モジュールの構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
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［第１実施形態］
　はじめに、本発明の第１実施形態に係る光送信モジュールの概略について、図１、２を
参照して説明する。
【００１６】
　図１は、本発明の第１実施形態に係る光送信モジュールの内部を上方から見た様子を示
す図である。また、図２は、図１の切断線ＩＩ‐ＩＩにおける断面を示す図であり、第１
実施形態に係る光送信モジュールの構成を示す図である。
【００１７】
　第１実施形態に係る光送信モジュール１０は、電気信号を光信号に変換して出力する光
送信モジュール１０であって、パッケージ１０１と、パッケージ１０１の内部で空間伝送
によって光をそれぞれ出射する複数の発光素子２００と、パッケージ１０１の内部で光の
一部を導入して外部に伝送するための中継器１０７と、複数の発光素子２００の光出力を
それぞれモニタリングするために、パッケージ１０１の内部で光の他の一部が入射する受
光面３０１をそれぞれ有する複数の受光素子３００と、複数の受光素子３００への迷光の
入射を防止するために、複数の受光素子３００にそれぞれ受光面３０１を避けて設けられ
た遮光性部材４００と、を備える。
【００１８】
　本願明細書において、受光素子３００の受光面３０１とは受光する光が入射する面、さ
らに入射する面のうち受光機能を有する領域を示す。受光素子３００は、フォトダイオー
ド等で実現されるが、これらには大きく表面入射型、裏面入射型、端面入射型（導波路型
）の３タイプがある。
【００１９】
　フォトダイオードは、半導体基板上に光を電気に変換する吸収層を積層した構造で、全
体が略直方体であることが一般的である。この吸収層を積層した側の面から受光する光が
入射するタイプを表面入射型、逆に半導体基板側の面から入射させるタイプを裏面入射型
、そして吸収層に垂直な方向の面から入射させるタイプを端面入射型と呼ぶ。
【００２０】
　つまり、どの受光素子３００のタイプかにより、遮光性部材４００で覆わない面が異な
ってくるが、いずれにしても本願明細書においては、受光する光が入射する面を避けて遮
光性部材４００が設けられていることが特徴である。
【００２１】
　図１、２に示されるように、第１実施形態に係る光送信モジュール１０において、発光
素子２００と、コリメートレンズ１０２と、ビームスプリッタ（光分波器）１０３とは、
パッケージ１０１内に備えられたサブマウント基板１０４上に備えられることとしてもよ
い。
【００２２】
　第１実施形態に係る光送信モジュール１０に用いられるサブマウント基板１０４は、セ
ラミック材料によって形成されており、より具体的には窒化アルミニウム、酸化アルミニ
ウム等によって形成されていることとしてもよい。なお、サブマウント基板１０４は、薄
膜サブマウントと代替可能であり、第１実施形態に係る光送信モジュール１０において、
薄膜サブマウントが用いられることとしてもよい。
【００２３】
　そして、第１実施形態に係る光送信モジュール１０においては、ビームスプリッタ１０
３上に複数の受光素子３００が備えられている。複数の発光素子２００及び複数の受光素
子３００のそれぞれは、外部と電気的接続をとるために、例えば図１、２に示されるよう
に配線１０５を介してフィードスルー１０６と接続されることとしてもよい。
【００２４】
　また、第１実施形態に係る光送信モジュール１０のパッケージ１０１内部は、真空状態
であることとしてもよいし、不活性ガス（例えば窒素ガス等）が充填されていることとし
てもよい。このようにパッケージ１０１内部が不活性ガスで充満されることは、光送信モ
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ジュール１０の信頼性を高めることとなる。
【００２５】
　図１に示されるように、複数の発光素子２００はパッケージ１０１内に並置されて収納
されている。複数の発光素子２００のそれぞれは予め定められた波長の光Ｌを出射する。
そして、複数の発光素子２００から出射される光Ｌのそれぞれは、同一の方向に向かうよ
うに出射される。
【００２６】
　パッケージ１０１内に備えられる発光素子２００は、例えば半導体レーザによって実現
されることとしてもよい。また、複数の発光素子２００のそれぞれは、異なる波長を有す
る光を出射することとしてもよい。
【００２７】
　図１、２に示されるように、第１実施形態に係る光送信モジュール１０においては、複
数の発光素子２００からパッケージ１０１の内部で空間伝送によって出射された光Ｌのそ
れぞれは、光Ｌが出射される方向に備えられたコリメートレンズ１０２を通過することに
よって平行光に変換される。
【００２８】
　第１実施形態に係る光送信モジュール１０に備えられるコリメートレンズ１０２は、図
１、２に示されるような複数のレンズが並置して連結するマイクロレンズアレイであるこ
ととしてもよい。
【００２９】
　そして、平行光に変換された光Ｌは、その後ビームスプリッタ１０３に入射され、所定
の割合で透過光Ｌｔと分岐光Ｌｂとに分岐される。すなわち、ビームスプリッタ１０３は
、光軸方向（発光素子２００の出射方向）に透過光Ｌｔを出射し、光軸に対して垂直方向
に分岐光Ｌｂを出射する。第１実施形態に係る光送信モジュール１０においては、分岐光
Ｌｂはビームスプリッタ１０３によって図２における上側方向へ出射される。
【００３０】
　そして、ビームスプリッタ１０３によって上側に跳ね上げられた複数の分岐光Ｌｂは、
受光素子３００のそれぞれの受光面３０１に入射される。図２に示されるように、受光素
子３００のそれぞれは、ビームスプリッタ１０３上に配置され、複数の受光素子３００の
それぞれの受光面３０１は、複数の受光素子３００のそれぞれのビームスプリッタ１０３
と対向する側に備えられている。
【００３１】
　また、発光素子２００から出射された光の一部であるビームスプリッタ１０３を透過し
た透過光Ｌｔは、光を合波する中継器１０７に入射され、更に中継器１０７にて光を合波
して外部に伝送する光Ｌｏｕｔとして出力される。中継器１０７から出力された光Ｌｏｕ
ｔはその後、集光レンズ１０８にて集光されレセプターと接続されるレセプタクル端子１
０９に入射される。
【００３２】
　ところで、半導体レーザ等によって実現される発光素子２００から出射される光Ｌは、
たとえ発光素子２００に供給される電流が一定なものだとしても周囲の温度等の影響によ
り光強度は変化する。
【００３３】
　レセプタクル端子１０９から出力される光Ｌｏｕｔを一定の強度のものとするためには
、発光素子２００から出射される光Ｌの強度を、外部の温度変化等に関わらず一定のもの
とする必要がある。
【００３４】
　受光素子３００は、発光素子２００の光出力をそれぞれモニタリングするために備えら
れている。発光素子２００の光出力は、該モニタリング結果に基づいて一定なものとなる
ように制御される。
【００３５】
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　ここで、発光素子２００から出射される光Ｌは、所定の照射角を有するものであるため
、照射された全ての光の成分が光軸方向に向かうものではなく、コリメートレンズ１０２
に入射しない光の成分が存在する。さらに、ビームスプリッタ透過後の透過光Ｌｔなどが
中継器１０７に入射されず、中継器１０７で反射されること等に起因する光の成分も存在
する。
【００３６】
　ここで、フォトダイオード等で実現される半導体の受光素子３００は、受光面３０１に
入射する光以外の光の影響を受けるものである。そして、このようなコリメートレンズ１
０２に入射しない光の成分そのもの、あるいは該光の成分や前述した中継器１０７で反射
した光の成分がパッケージ１０１内で反射することで、迷光となり受光面３０１以外の面
から受光素子３００に入り込むことがある。
【００３７】
　第１実施形態に係る光送信モジュール１０は複数の発光素子２００を備えるものである
。そうだとすると、複数の発光素子２００それぞれに由来する迷光が生じることとなる。
例えば複数の発光素子２００のうちの一の発光素子２００Ａと隣接する他の発光素子２０
０Ｂからの迷光が、該一の発光素子２００Ａからの光をモニタリングするための一の受光
素子３００Ａに入り込んだ場合、該一の受光素子３００Ａは該一の発光素子２００Ａから
の光の強度を正確にモニタリングすることができず、結果、該モニタリング結果に基づい
て行う発光素子２００の制御が困難なものとなる。
【００３８】
　このような、受光素子３００に対する迷光の影響を抑制するために、第１実施形態に係
る光送信モジュール１０は、複数の受光素子３００にそれぞれ受光面３０１を避けて設け
られた遮光性部材４００が備えられている。受光素子３００のそれぞれに、少なくとも受
光面３０１を避けて遮光性部材４００が備えられることによって、迷光の影響は抑制され
ることとなる。
【００３９】
　第１実施形態に係る光送信モジュール１０に使用される遮光性部材４００とは、例えば
発光素子２００から出射される光を遮光（反射及び／又は吸収）する材料を用いて形成さ
れた部材である。
【００４０】
　遮光性部材４００は、複数の受光素子３００への迷光の入射を防止するために、複数の
受光素子３００にそれぞれ受光面３０１以外の全てを覆うように設けられることとしても
よい。このように遮光性部材４００を設けることによって、迷光の影響は更に抑制される
こととなる。逆に、迷光はコリメートレンズ側からの入射が最も多いために、その面側だ
けを遮光性部材４００で覆うことでも一定の効果は得られる。
【００４１】
　例えば遮光性部材４００は、樹脂母材の中に発光素子から出射される光を反射する金属
、あるいは発光素子から出射される光を吸収する化合物等が分散された材料を用いて形成
することとしてもよい。あるいは、表面のみに発光素子から出射される光を反射する金属
、あるいは発光素子から出射される光を吸収する化合物等が備えられたものを、遮光性部
材４００として用いることとしてもよい。
【００４２】
　また、遮光性部材４００のうちの少なくとも一部は遮光性の樹脂で形成されていること
としてもよい。また、遮光性部材４００は遮光性の樹脂で形成されていることとしてもよ
い。
【００４３】
　図１、２に示されるように、受光素子３００から複数の受光素子３００のそれぞれが、
外部と電気的接続をとるために、配線１０５を介してフィードスルー１０６と接続される
場合、受光素子３００と接続される配線１０５は遮光性部材４００を穿通して備えられる
。
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【００４４】
　受光素子３００と接続される配線１０５が遮光性部材４００を穿通して備えられる場合
、例えば、受光素子３００にフィードスルー１０６と接続される配線１０５を備えた後、
遮光性部材４００を構成する遮光性の樹脂ペーストを、受光素子３００を覆うように塗布
（ポッティング、potting：樹脂盛り）し、該樹脂ペーストを硬化させて形成することと
してもよい。
【００４５】
　樹脂ペーストは柔らかく、形状変化に優れているために配線１０５の接続後につけるこ
とができ、配線１０５の自由度を妨げることがない。さらに、省スペースで配置できる点
においても優れている。
【００４６】
　なお、上記の場合、遮光性部材４００は、配線１０５と接して備えられることとなるの
で、電気伝導率の小さい材料で構成されることがより好ましい。
【００４７】
　上記説明した第１実施形態に係る光送信モジュール１０は、複数の発光素子２００、及
び複数の受光素子３００が備えられる光送信モジュール１０において、複数の受光素子３
００のそれぞれが発光素子２００から出射される光を高精度にモニタリングし、もって、
複数の発光素子２００から出射されるそれぞれの光の強度をより一定なものとするように
制御するものである。
【００４８】
［第２実施形態］
　以下に、本発明の第２実施形態に係る光送信モジュール２０の概略について、図３、４
を参照して説明する。なお、図１、２における第１実施形態に係る光送信モジュール１０
の構成と同一の機能を有するものは、図３、４において同一の符号が付されている。
【００４９】
　図３は、本発明の第２実施形態に係る光送信モジュールの内部を上方から見た様子を示
す図である。図４は、図３の切断線ＩＶ‐ＩＶにおける断面を示す図であり、第２実施形
態に係る光送信モジュールの構成を示す図である。
【００５０】
　第２実施形態に係る光送信モジュール２０は、上記説明した第１実施形態に係る光送信
モジュール１０と比較してビームスプリッタ１０３を有していない点について異なってい
る。それに伴い、第２実施形態に係る光送信モジュール２０において、複数の受光素子３
００の設置位置は、第１実施形態に係る光送信モジュール１０における複数の受光素子３
００の設置位置と異なっている。
【００５１】
　また、第１実施形態に係る光送信モジュール１０に備えられる発光素子２００は光伝送
の信号光となる光Ｌの一部の光を用いて受光素子３００でモニタリングした。これに対し
て、第２実施形態に係る光送信モジュール２０に備えられる発光素子２００では、光伝送
の信号光となる光Ｌ１が出射する面（（図３、４におけるコリメートレンズ１０２に向か
う一の方向）を有し、その逆の面からの出射光Ｌ２を用いて受光素子でモニタリングする
点において異なっている。
【００５２】
　第２実施形態に係る光送信モジュール２０に備えられる発光素子２００から出射される
光のうち、コリメートレンズ１０２に向かう一の方向に出射される光Ｌ１は、コリメート
レンズ１０２を透過した後、中継器１０７に入射される。
【００５３】
　すなわち、第２実施形態に係る光送信モジュール２０に備えられる複数の発光素子２０
０は、それぞれ、中継器１０７に入射する光Ｌ１を出射する第一発光面２０１と、それぞ
れの受光素子３００に入射する光Ｌ２を出射する第二発光面２０２と、を有するものであ
る。
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【００５４】
　第２実施形態に係る光送信モジュール２０に備えられる、複数の受光素子３００は発光
素子２００の第二発光面２０１から出射される光Ｌ２の光軸の延長線上に備えられる。そ
して、受光素子３００の受光面３０１は発光素子２００の第二発光面２０１と対向する位
置に設けられている。
【００５５】
　第２実施形態に係る光送信モジュール２０においても、第１実施形態に係る光送信モジ
ュール１０同様、遮光性部材４００が複数の受光素子３００への迷光の入射を防止するた
めに、複数の受光素子３００にそれぞれ前記受光面３０１を避けて設けられている。
【００５６】
　また、本実施形態においては、遮光性部材４００は受光面３０１および受光素子３００
とサブマウント基板１０４との接続面以外を覆っている。サブマウント基板１０４は、光
Ｌ２を透過せず一種の遮光性部材としての機能を果たしている。このように、遮光性部材
は、一つの部材で構成されておらず、複数の部材で構成されていることとしてもよい。
【００５７】
　第２実施形態に係る光送信モジュール２０のその他の構成については、第１実施形態に
係る光送信モジュール１０の構成と同様である。
【００５８】
　上記説明した第２実施形態に係る光送信モジュール２０は、複数の発光素子２００、及
び複数の受光素子３００が備えられる光送信モジュール２０において、複数の受光素子３
００のそれぞれが発光素子２００から出射される光を高精度にモニタリングし、もって、
複数の発光素子２００から出射されるそれぞれの光の強度をより一定なものとするように
制御するものである。
【００５９】
　なお、第１、第２の実施形態では中継器１０７を用いた例を示したが、中継器１０７を
用いない光送信モジュールにも本願発明の思想は適用できる。また遮光性部材４００は受
光素子３００の受光面３０１側全体を避けた例を示したが、前述したように受光面３０１
とは実際に受光する機能を有した領域を示しており、本来の受光機能を妨げないのであれ
ば受光する領域のある面の一部にも遮光性部材４００が備えられることとしてもよい。
【符号の説明】
【００６０】
　１０，２０　光送信モジュール、１０１　パッケージ、１０２　コリメートレンズ、１
０３　ビームスプリッタ、１０４　サブマウント基板、１０５　配線、１０６　フィード
スルー、１０７　中継器、１０８　集光レンズ、１０９　レセプタクル端子、２００　発
光素子、２０１　第一発光面、２０２　第二発光面、３００　受光素子、３０１　受光面
、４００　遮光性部材。
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