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1.は じめに

超高速光通信システムヘの期待から、次世代の光学系として、複数個の光素子を 1枚の基板上

に集積化 した光集積回路に対する関心が高まっているが、同時に、こうした光集積回路の極限性

能を探 り、 一連の設計作業を支援するために不可欠なCAE(Computer Alded Engineering)シ

ステム開発に対する要請も次第に強 くなってきている。

さて、CAEシ ステム構築のためのツールとしてよく知 られている有限要素法 (FEMi

Finite Elcment Method)は光エレクトロエクスの分野においてもその有用性が認識され、各種

光デバイスの解析や最適設計に利用され始めている。筆者らも、以前からFEMを 用いて各種の

光集積回路用光導波路や光ファイバの解析を行うとともに、光導波路解析用ソルバーの開発を進

めてきた。ところで、FEMは 領域分割型の数値解法であるため、光導波路の仕様決定、概念設

計、さらには詳細設計のあらゆる段階において頻繁に生 じる形状や材料の変更に伴い、解析領域

や要素分割などの変更が必要となり、FEMに 対する専門知識と多大な労力が要求されることに

なる。 したがって、「EMを 実際の設計現場でツールとして使用するためには、大規模な行列方

程式をいかに速 く正確に解 くかという問題のほかに、解析領域の要素分割作業の自動化や、解析

によって得られる膨大な出カデータをユーザが容易に認識 し、理解できるように表示する作業の

自動化を促進する高機能なプリ・ポス トプロセッリを整備することが必要不可欠となる。

このような実情から、筆者らは、FEMの 専門知識をもたないユーザにも高度な数値解析環境

を提供するCAEシ ステムOPTIcS(OPTical integrated Circuit design System)の 開発

に着手 してきた。ここでは、特に光集積回路用光導波路解析のためのOPTICS― GUIDE

(optical wave CUIDE)の基本構造について述べる。

OPTICSの 構成図 1
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2.OPTiCSの 概要

解析ツールとしてFEMを 利用する場合、その解析プロセスは、まず、解析対象の幾何学的形

状の入力を行い、有限要素に分割するプリプロセッシングの段階、次に、システム方程式を作り、

固有値や固有ベクトルを求めるソルバーの段階、さらに、解析により得られた固有値や固有ベク

トルから系の固有状態や界分布などを表示するポス トプロセッシングの段階に分けられる。筆者

らが開発を進めているOPTICSで は、以上の各段階を主に図 1に示すような 4個 の独立 した

モジュールによって構成 している。このように機能を分散 したのは、モジュール単位でのバージ

ョンアップや交換などを容易にするためである。

ところで、CAEシ ステムでは、プリ・ポス トプロセッサに対 して高機能な対話式グラフィッ

クス ・ター ミナル、ソルバーに対 して高速度の演算性能をもった計算機が要求される。前者には

EWS(Engineering Work Station),後 者にはスーパーコンピュータが適 しているが、最近の

EWSの 高性能化にともない、ソルバーもEWS上 で実行させることが可能になってきている。

OPTICSは すべてのソフ トウェアをEWS上 で実行させることを目標に開発されている。

以下に、各モジュールの機能の概略を述べる。

1)形 状モデラ (MODELER)

このパッケージの目的は、解析対象の形状と寸法、物理特性、さらに、境界条件などのデー

タをインタラクティブに入力することにあるcユ ーザはディスプレイ Lのアイコンをマウスで

クリックすることにより、作業の大部分を行うことができる。

任意形状のモデリング法には様々な方法が提案されているが、このMODELERで は、ま

ず、ユーザが形状を入力する際は、CSG法 のイメージでプリミティブを選択、入力 し、次に、

計算機内部で有限要素分割に有利なB― Reps法 に展開するというハイブリッド構造を用い

ている。

2)メ ッシュジェネレータ (MESHGEN)

MESHGENで は、MODEIッ ERで 入力された解析対象を三辺系と四辺形のブロックの

集合で与え、各ブロックを三角形要素に分害いする。このようなメッシュ生成法では、必ず しも

完全な自動化はできないが、形状の表示および隣接ブロック内の関連性の制御が比較的容易で

あるといった利点がある。また、ME SHGIENで は、対称性をもつ構造の光導波路の場合、

解析領域を縮小 して計算効率を上げるため、全領域の 1/2あ るいは 1/4 σD解析領域に対 し

て、解析するモー ドに適合 した対称面での境界条件を自動的に設定するようにしている。これ

らの機能によって、光導波路やFEMの 専門知識をもたないユーザも容易に解析することが可

能になっている.

3)ソ ルノミー (SOIフ VER)

OPTICSに おいては、光集積回路用光導波路の解析のために特に開発されたスカラ有限

要素法 (SFEMiScalar FEM)が サポー トされている.

4)ビ ューアー (V IIEWER)

VIEWERは SOLVERに よって得られた膨大な解析結果を可視化し、ユーザの物理的

解釈を支援するモジュールであり、フィール ドの 3次元表示と等高線表示をサボー トしているこ

3次 元表示は解析結果を任意の視点から鳥轍できるため、フィール ドが複雑な変化をしている
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図 2 リ ブ導波路の断面

場合でも容易に評価できる。また、等高線表示は光導波路の形状に対するフィール ドの広がり

を 2次 元的に評価することを支援する。

5)操 作手順

OPTICSの 操作手順を説明するために、図 2に示すようなリブ導波路を考える。

MODEIフ ERを 起gllすると、ディスプレイ上にアイコン群と作業用シー トが表示される。

OPTICSで は統一化された操作性を提供するため、各モジュールのディスプレイ ・イメー

ジを統 一している。図 3に MODELERの 実行例を示す。マウスで作図コマンドを選択 し、

光導波路の形状を入力する (図3(al)。キーボー ドから各部分の屈折率を入力 し、境界条件を

設定 してMODI]IP E Rで の作業を終える (図3(b))3

MESHGENの 起動は、MODELERの ファンクション・スイッチで行うことができる。

OPTICSで は、有限要素として、 1次 要素と2次要素の両方をサポー トしているため、使

用する要素のタイプを人力する必要がある (デフォール トは 1次要素)。 要素分割は、まず、

MODELERの 作図コマンドを用いて解析領域を三辺形と四辺形のブロックに分割する。各

ブロックの内部は辺上の分割数を入力することで、瞬時に、自動的に要素分割される (図3

( C ) ) .

以上のような作業によってできたデータをSOLVERに 引き渡 して計算を実行する。

S O It t V  E  RはすべてEWS上 で実行されるため、解析に時間を要する。 しかしながら、フ

ァンクション・スイッチでSOLVERを 起動する場合は、別のプロセスとしてバックグラン

ドで処理が進むため、解析中もほかのジョブを処理することができる。

このようにして得られた解析結果をVIEヽ VERを 用いて 3次元可視化 (図3(d))、および

等高線夫示 (図]十CI)する。

OPTICSは 、X ヽVindo wシ ステム Lで実行されるため、複数のモジュールを同時

にオープンしたり、 リサ イズしたり、ほかのX Wind o wア プリケーションと並行 して使

用することもできる (1対](f)) .
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3.お わりに

llll高柳記念化 」を千1+1支十lilit,111l i」|げ)||1究助Ⅲ【F)卜に|1日花を進めた光生積回路用)ヒ導波路設計支

1麦システ上、①l)TiCS Gビ 11)lEのW[要を述べたt RISCチ ッブ搭載の高速ワークステー

ションが||1始いた今十1、こr)ょうな対話卑!枚仲1解lllバヽノケ~ジ に対するニーズはますます大きく

なると宅えられる―|

市ナ千生成共にナ,ぃては、紙
~lの

‖!合上、 ド:ど参考文市代の文献欄を参H〔|していただければ芋いであ

る[

これ F,のllI生成Jとは、占々卜jlヤp北41この十長かい励ましと、いわ高柳記念電子科学技術拒〔叫ロイ団の多大

な御支すモによるもので■,1,、関|ネ各位に深 く感i"1中しに|ギます。また、4(llltttHll間中、終始御指

導いただいた桜庄一郎化Ji(北 Jfすと大学名苦教授、北海宇田大学教授)に 厚く御礼申し_Lげます.

最後になりましたが、高柳ダこ生の御冥隔をフ亡、からお祈り中しJ二げますナ
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