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招待論文

光コネクタの変遷と将来展望
安東 泰博† a)

The Evolution of Optical Connector Technologies and Future Perspective
Yasuhiro ANDO†a)

あらまし 光ファイバ通信における 3 大要素である発光デバイス，受光デバイスと光ファイバが 1980 年前後
には実用レベルにまで成熟し，商用化に向けての機運が高まった．しかし実用的なシステムを構築するためには
3 大要素だけでは当然不十分で，周辺の諸技術の開発が急がれた．特に 3 大要素を相互に接続する高性能な光コ
ネクタの開発は不可欠とみなされた．現在，光コネクタは通信用途以外にもその適用範囲を拡大しつつあるが，
光ファイバ通信用としてその開発は始まった．本論文では，まず光コネクタ開発の歴史を概観し，次いで現在の
光コネクタを構成している主な要素技術の進歩の経緯を述べる．更に現在の標準的な光コネクタを紹介するとと
もに，光コネクタ開発の最前線の状況を概観する．光コネクタの将来動向についてもその展望を述べる．最後に
光コネクタの盛衰に大きな影響を与える標準化について，一部歴史を振り返りながら紹介する．
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本論文では，まず光コネクタ開発の歴史を概観し，

1. ま え が き

次いで現在の光コネクタを構成している主な要素技術

光コネクタは 1 対の光ファイバを分離・接続するだ

の進歩の経緯を述べる．更に現在の標準的な光コネク

けの単純な機能をもつ部品であるが，着脱を繰り返し

タを紹介するとともに，光コネクタ開発の最前線の状

ても常にサブミクロンの精度で光ファイバの光軸合せ

況を概観する．また光コネクタの将来動向についても

が達成される必要がある．このため高精度な位置決め

筆者の展望をまとめたい．最後に光コネクタの盛衰に

を経済的に実現する数々の提案がこれまでに行われて

大きな影響を与える標準化について一部歴史を振り返

きた．しかし現在の光コネクタは結局フェルールと呼

りながら私見を述べる．

ばれる光ファイバを収容する高精度部品をバットジョ
イントで突き合わせる方法に落ちついている．複雑な
メカニズムを応用するより結果として経済的になるた
めである．

2. 光コネクタの開発小史
光コネクタとは着脱が可能な光ファイバ接続部品で
あるが，光ファイバ接続にはスプライスと呼ばれる永

今回の特集号のテーマは最近 40 年間における技術

久接続法もある．スプライスにも 2 種類あり，光ファ

の変遷ということであるが，残念ながら光コネクタの

イバを加熱溶融して一体化する融着接続と，V 溝等の

歴史は 40 年に若干欠ける．しかしこの間の技術進展

整列用部材で機械的に軸合せしたのち接着剤等で固定

の早さは開発にタッチした経験のある者でさえ驚きを

するメカニカルスプライスである．本論文は光コネク

禁じ得ない．特に低価格化の勢いはすさまじく，最近

タに関する概説であるが，類似技術であるスプライス

10 年で光コネクタの価格は 1/10 以下に低下しており，

も含めて，まず光ファイバ接続開発の歴史を概観する．

開発当初のコスト目標であった同軸コネクタよりはる
かに低価格となってしまった．

光ファイバ接続の研究は 1970 年に F.P. Kapron
ら [1] によって光ファイバの低損失性が実証された翌
年にはもう報告されている．D.L. Bisbee によるニク
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ロム線の抵抗加熱による融着接続である [2]．しかし本
格的にはまず光ファイバの接続損に関する理論解析が
先行し，1973 年から 1977 年にかけて AT&T ベル研
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（当時）の E.A.J. Marcatili, D. Gloge, C.M. Miller,

大で位置ずれ許容量を増したり [10]，また比較的高精

D. Marcuse, H. Kogelnik，並びに NTT の土屋，左

度部品が得られやすい球やロッドのすき間，V 溝を

貝らを中心に精力的に進められた．1975 年ごろからス

利用する方法など種々の整列メカニズムの提案が続い

プライスを中心としたハードウェアの研究が報告され

た [11], [12]．ブレークスルーは NTT の鈴木らによる

始め，1975 年にはベル研からモールド形の多心一括ス

FC 形光コネクタ [13] であった．アルミナキャピラリ

プライス [3]，1977 年にはシリコン V 溝を使った多心

を内蔵した高精度なステンレス製フェルール（その中

一括スプライス [4] が報告されている．また 1976 年に

心に光ファイバが挿入される細孔が形成された円柱状

は，アーク放電による融着接続が初めて報告され，翌

部品）を割りを入れたスリーブ内で整列させる技術に

年には NTT の土屋らと平井らのグループによって基

より，無調心でも低損失な接続が可能なことを実証し

本技術が完成された [5], [6]．光コネクタに関しては二

た．その後，杉田らによる SC 形光コネクタ [14] の開

重偏心光コネクタが 1974 年に NTT の土屋らから発

発に伴いジルコニア一体形のフェルールが実用化され，

表されており [7]，ベル研の Biconic 形光コネクタ [8]

経済化も進んだ．このため，現用の主要な光コネクタ

が 1976 年，NTT の鈴木らによる C 形光コネクタ [9]

は，多心一括接続用として開発された MT 形光コネ

が 1977 年にそれぞれ報告されている．しかしこれらの

クタ [15]（この場合は角形フェルール）も含めて，ほ

コネクタはいずれもファイバをフェルールに接着固定

とんどこのフェルール技術によるバットジョイント方

した後，出射光をモニタしながらファイバ中心をフェ

式が利用されている．また光ファイバ端面での反射の

ルール中心に一致させる加工ないし調整を行う，いわ

抑制についても，鈴木らの提案による PC (Physical

ゆる調心式のコネクタであった．

Contact) 技術という凸球面研磨したフェルール端面

光コネクタの開発初期段階における最大の困難は接

同士を密着接触させる技術によって，フレネル損によ

続損の低減であった．特に伝送帯域や伝送損に優れた

る接続損の増加を回避し，25 dB 程度の反射減衰量が

単一モード光ファイバ（以下「SMF」）のコア径は約

得られる光コネクタが可能となった [16]．

10 μm と多モード光ファイバ（以下「MMF」
：コア径

このように，光コネクタは光通信システム実現への

50 ないし 62.5 μm）の 1/5 以下であり，低損失化が

必要性からまず開発された．その後，光技術の適用範

極めて困難であった．なぜなら 98 %の透過率（0.1 dB

囲が広がるにつれて，方式や用途に合わせた多彩な性

の損失）を得るためには，着脱を繰り返しても常にサ

能と多様な形態が求められ始めた．光通信システム

ブミクロンの精度で双方の光ファイバを整列させる技

では，SMF 接続のいっそうの低損失化が必要とされ

術が要求されるからである．このため初期の光コネク

た．これは，光ファイバ自体の外径ばらつきやコア偏

タでは調心が必要であったり，レンズによるビーム拡

心が 0.5〜1 μm の範囲に分布しているため接続損に

Fig. 1
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図 1 SMF 用光コネクタの光学特性の開発推移
Optical characteristics evolution of optical connectors for single-mode ﬁber.
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論とその低減法については既に詳しい解説があるの
で [20], [21]，本論文では要点だけを簡潔に述べる．

3. 1 光ファイバの高精度整列技術（低損失化）
光ファイバ接続における損失要因は大別して，外的
要因と内的要因に分類できる．外的要因としては，接

1 軸ずれ，
2 角度ずれ，
続する光ファイバ相互間の，

3 間げき，及び
4 ファイバ端面品質，
5 端面反射があ
り，接続手段の不完全性に起因するものである．これ
に対して，内的要因は接続すべき光ファイバが固有に
有している不完全性によるもので，光コネクタ等の構
図 2 単心光コネクタの実装密度の推移
Fig. 2 Packing density evolution of simplex optical
connectors.

造を完全にしても避け得ない損失要因である．接続す

1 コア径の不一致，
2 コアまたはク
る光ファイバの，
ラッドの真円からのずれ（楕円性），及びファイバの

大きな変動が生じ，実際に使用したときの伝送損を見

3 外径
外径基準で接続させるときに損失要因となる，

積もることが難しいためであった．また当時 FTTH

4 ファイバの幾何学的中心からのモード
のばらつき，

(Fiber-To-The-Home) での映像伝送方式として検討

フィールド中心のずれ（偏心）が代表的なものである．

されていたアナログ光伝送では光コネクタの接続点で

上記の損失要因の多くに関しては，接続損との関係

の反射がシステム構成上の大きな問題となり，PC 接

を理論的に求めることができる [22]．しかし MMF に

続では反射減衰量が不十分であることが指摘された．

関しては，モードの励起条件によって接続損は大きく

更に，通信装置に大量の光ファイバが使用されるよう

変化するため，入射条件を厳密に規定しないと再現

になると，光コネクタのいっそうの小形化と高密度実

性を確保できない（最近，国際標準化機関 IEC では

装化が要請された．

Encircled Flux という手法を用いて MMF の励起条

図 1 に光コネクタ開発前史としての 2000 年までの

件を規格化する動きがある [23]）．一方，SMF の接続

SMF 用の単心光コネクタの特性改善の推移を示す．

損と損失要因との関係はガウスビーム間の結合を仮定

接続損については，筆者らの開発した偏心方向調整

した比較的簡単な理論式が根本ら [24] によって導出さ

技術 [17] を採用した SC 形光コネクタ以降，平均値

れており，実験との一致も良い．しかし角度ずれや間

で 0.1 dB 以下の低損失化を実現し，実用上問題のな

げきによる接続損への影響は軸ずれに比べてかなり小

い水準に達した．反射についても，アドバンスト PC

さいため，SMF の接続損は軸ずれ量に支配される．軸

(AdPC) 技術 [18] やアングルド PC (APC) 技術によ

ずれ d と dB 単位で表した接続損 L の関係は簡単で，

り 50〜60 dB 級の反射減衰量が可能になった．一方，

次式で得られる．

単心光コネクタの小形化あるいは高密度実装化の推移
を図 2 に示す．FC 形，Biconic 形のねじ締結や ST 形

 2

L[dB] = 4.34

d
ω

(1)

のバイヨネット締結等の回転系の締結機構から，SC

ここで，ω はモードフィールド半径で SMF の界分布

形で開発されたプッシュ・プル締結により実装密度は

をガウス分布で近似した場合のスポットサイズ（光強

約 4 倍向上した．その後，直径 1.25 mm の細径フェ

度が最大値の 1/e2 となる半径）に対応する．図 3 に

ルールの開発を基礎とした MU 形光コネクタの実用化

SMF の軸ずれと接続損の関係を示す．光通信システ

により [19]，単位面積当りの実装密度は SC 形光コネ

ムにおいて要求される光コネクタの接続損は一般に

クタの更に 4 倍となり，1 心ごとの着脱が必要な単心

0.5 dB である．しかしこの値は最悪値であるため，平

光コネクタとしてはほぼ極限に達した．

3. 光コネクタの要素技術の進展

均値的には後述するように 0.1 dB 以下の性能が必要と
なる．これを式 (1) により軸ずれに換算すると 0.7 μm
となりサブミクロンの位置決め精度が求められる．

光コネクタの光学特性として重要なのは接続損と

上記のかん合精度を実現する方法として，単心光コ

反射減衰量である．光ファイバ接続における接続損の

ネクタにおいては円柱状フェルールの中心孔に光ファ

要因や理論及び光ファイバ端面での反射に関する理

イバを接着固定し，割りを入れて弾性をもたせたス
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図 4

図 3 単一モード光ファイバにおける軸ずれと接続損の
関係
Fig. 3 Insertion loss due to lateral oﬀset for singlemode ﬁber connection.

割りスリーブを用いたフェルールの整列機構と SC
形光コネクタ
Fig. 4 Basic alignment mechanism of cylindrical ferrules with a resilient split sleeve and SC optical connector.

リーブ内で整列する手法が主流である（図 4 参照）．
フェルール，スリーブともジルコニアセラミックス製
のものが一般的で，主要な寸法は 0.5 μm 以下の精度
で作製されている．一方，多心光コネクタでは上記の
ような同心系の軸整列技術が適用できないため，NTT
で開発された MT フェルール [15] と呼ばれる 1 列に
光ファイバ挿入孔が形成された角形の樹脂モールド成

図 5 ガイドピン方式による MT フェルールの整列機構
Fig. 5 Alignment mechanism of MT ferrules based on
a guide-pin method.

型品（80 %程度の石英フィラ入り）が多心光ケーブル
接続用に開発された．図 5 に MT フェルールとその接
続メカニズムを示すが，光ファイバ挿入孔と同時に形

あり，現場で光コネクタをランダムに接続する状況で

成された二つのガイドピン孔を使いガイドピンで位置

は検査結果どおりの損失が得られる保証はない．SMF

合せするかん合構造である．図では金属クリップで固

をフェルールに組み込んだ状態でのモードフィールド

定する場合を示しているが，固定方法を変更すること

中心がフェルール中心に対して標準偏差 σ をもった

により頻繁な着脱が可能なコネクタを構成することが

二次元正規分布をしていると仮定すると，1 対のフェ

できる．現在 24 心までが実用化されており，多心一

ルールを無作為に選び出し接続したときの dB 単位で

括接続用のフェルールとしては現状ではほとんど唯一

表した接続損 L の確率密度関数 hr (L) は次式で与え

の技術である．

られる指数分布となる [25]．

さて，式 (1) はある特定の接続における軸ずれと接
続損の関係を示す．ところが実使用状況では各光コネ



hr (L) = τ e−τ L , τ = ω 2 / 17.36σ 2



(2)

クタの偏心状態の組合せにより接続損が変動する．実

一方，マスターコネクタと任意のサンプルを接続した

使用状況での接続損を評価するためには統計的な取扱

場合の確率密度関数 hm (L) は次式となり，ランダム

いが必要となる．また接続損のカタログ値やアセンブ

接続では平均値 (1/τ ) も標準偏差 (1/τ ) も対マスター

リメーカでの検査結果は通常マスターコネクタと呼ば

コネクタとの接続 (1/2τ ) に比べて 2 倍となることが

れる特に精度の良い光コネクタと接続した場合の値で

分かる．
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hm (L) = 2τ e−2τ L

(3)

実測値によると，光ファイバをフェルールに組み込ん
だ後のモードフィールド中心の標準偏差 σ は 0.6 μm
程度であるので，1 組のフェルールをランダムに接続す
ると平均接続損は 0.25 dB であるが，接続の 13.5 %が

0.5 dB を超えることになる．このフェルールをマス
ターコネクタと接続した場合の平均損失は 0.13 dB と
なるので，出荷検査で平均 0.1 dB 程度の光コネクタ
プラグであっても実使用状態では約 1 割が 0.5 dB を
超えることになる．このように，光通信システムに要
求されるコネクタ接続損 0.5 dB を保証するためには，
フェルールや光ファイバの寸法精度はいまだ十分とは

Fig. 6

図 6 MU 形光コネクタの接続損
Insertion-loss histogram of MU optical connector.

いえない．そこで光ファイバをフェルールに組み込ん
だ後，偏心方向を一定の方向（例えば位置決めキーの

ネクタには不適当であり，斜め研磨は接続損を犠牲に

方向）に一致させる調整を行って低損失化を図る方法

する．このため現在の主流技術は，密着接続を実現す

がとられている [17]．すべてのフェルールの偏心方向

る PC 技術 [16] 及びその改良であるアドバンスト PC

を同一方向に整えることによって，光ファイバのコア

(AdPC) 技術 [26] 並びに PC と斜め研磨を複合させた

中心間の軸ずれを減少させることができ，接続損を低

アングルド PC (APC) 技術である．

減できる．シミュレーションと実験によると，偏心方

PC 接続はフェルール端面を凸球面に研磨して互い

向を位置決めキーに対して ±60◦ 以内に合わすだけで

に突き合わせることによりファイバ端面同士を密着さ

0.5 dB 以上の損失が出る確率を 1 %以下にすることが

せ，フレネル反射を防止する技術である．フェルール

できる [25]．

同士を互いに押し付けることによってフェルール端面

また式 (2) が指数分布であることは，光コネクタの

が弾性変形し，ファイバのコア部分が完全に密着する

設計を評価する上で重要な判断基準となる．図 6 に

とともに，フェルール端面から多少ファイバが引き込

MU 形光コネクタのランダム接続時の損失のヒストグ

んだ状態でも PC 接続を実現できる．このファイバ引

ラムを示す．理論どおりの指数分布となっている．こ

込みは研磨により発生する初期的な要因のほか，温度

れは理論の前提であるファイバ中心の偏心が平均値 0

変化による可逆的，あるいは接着剤の劣化による永久

の正規分布で近似できるという前提からの帰結である．

的なファイバすべりにより発生する．したがって，研

したがって，もし損失ヒストグラムが 0 dB 以外で極

磨技術としては，引込み量を極力小さくすることに

大値をもつような分布を示した場合は，光コネクタに

加えて，十分な形状精度が得られることが条件にな

構造上の不具合があるか，または軸ずれ以外の損失要

る．これは，フェルール端面の曲率半径や球面頂点の

因が本質的に存在すると判断できる．

ずれがフェルールの弾性変形により吸収できる引込み

3. 2 光コネクタの端面処理（低反射化）

量に影響するためである．ジルコニア製フェルールで

光コネクタで反射した光が半導体レーザに戻ったり，

は曲率半径 20 mm 程度に最適値があることが知られ

伝送路中のコネクタ間での繰返し反射があると，雑音

ている [27]．この形状を形成する方法としては，フィ

になることが知られている．これを防止するためには，

ルムやゴムなどの弾性体にフェルールを押し付けるこ

コネクタでの光の反射は入射光の 1 万分の 1 以下（反

とにより弾性体の変形量に応じた曲率を形成する研磨

射減衰量 40 dB 以上）とすることが必要になる．反射

法が一般的である．この方法により，ファイバ引込み

を低減するには大きく分類して三つの方法がある．す

量 50 nm 以下，曲率半径 10〜25 mm，球面頂点の偏

1 ファイバ間げきをコアと同屈折率の物質で
なわち，
2 ファイバ端面を斜めにして反射光を放射す
満たす，

心 50 μm 以下が実現されている．

3 間げきを生じないようにする方法である．屈折
る，

ファイバ表面に加工変質層が生成されることが知られ

率整合剤を使用する方法は頻繁な着脱が前提となるコ

ている．この厚さにして 50 nm 程度の加工変質層の

しかし研磨にダイヤモンド等の硬い砥粒を用いると
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屈折率は光ファイバコアの屈折率より約 6 %高いため，

3 装置用のバックプレーン光コネクタや
4 光トラ
用，

この屈折率差によるわずかな反射が残る．そこで SiO2

ンシーバ・光インタコネクション等のインタフェース

超微粒子と特殊なフィルムを用いて，加工変質層の

用がある．

生成を最小限に抑えつつフェルール（ジルコニア）と

4. 1 市場における光コネクタ

光ファイバ（石英）をほぼ同じ能率で研磨できる仕上

表 1 に現在市場で流通している主要な通信用光コネ

げ研磨技術が開発された．アドバンスト PC (AdPC)

クタをまとめて示す．多くの光コネクタが NTT をは

とかスーパー PC (SPC) と呼ばれている技術である．

じめとする日本で開発されており，この分野をリード

この技術により屈折率増加は 0.5 %程度に抑制され，

していることが分かる．

50 dB 以上の反射減衰量が得られる．ちなみに物理接

(1) 単心光コネクタ

触 (PC) という命名は今となっては適切とは思えない．

日本における最初の実用的なコネクタの一つは FC

実質的には光学接触である．当時は単にフェルール同

形光コネクタであるが，現在は測定器等の入出力用を

士を押し付けただけで光学接触が実現するのか確信が

除いて使用量は減少している．1990 年台以降は SC

なかったため，PC と命名したものと思われる．

形光コネクタが単心光コネクタの主流となり一時は世

一方，MT フェルールのような多心一括形フェルー

界シェアの 80 %以上を占めていた（図 4 参照）．ジル

ルでは，光ファイバをフェルール端面から数 μm 突き

コニア一体フェルール，プッシュ・プル締結，プラス

出させる研磨を施すことにより，光学接触を実現して

チック製角形ハウジング構造を世界に先駆けて採用し，

いる [28]．

光通信システムに適用可能な高性能性と経済性・操作

4. 開発の現状と将来展望

性・実装密度を両立させた．一方，実装密度の向上，
光モジュール類の小形化ニーズに対応できるよう，直

光コネクタにもいろいろな種類がある．まず適用光

径 1.25 mm の細径フェルールを利用した MU 形光コ

1 MMF 用，
2 SMF 用，
3 プラ
ファイバに応じて，

ネクタが開発された（図 7）．単心用 MU 形プラグの

1単
スチックファイバ用がある．また心数に応じて，
2 2 心，及び
3 多心コネクタがある．2 心以上の
心，

断面寸法は 4.4 mm×5.6 mm と SC 形と比べて断面積

光コネクタはその構造により，単心コネクタの集合形

とができる．またこのプラグはコード接続用とバック

と多心一括フェルール形に分類できる．用途によって

プレーン用で共用できる設計となっており汎用性が高

1 多心光ケーブルの接続用，
2 光コードの接続
も，

い．直径 1.25 mm フェルールは新たな世界標準となっ

Table 1
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で約 37 % となっており，4.5 mm ピッチで実装するこ

表 1 市場で流通している主な通信用光コネクタ
Major optical connectors available in the telecommunication market.
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Fig. 7

図 7 MU 形光コネクタの構造
Conﬁguration of MU optical connector.

ており，Lucent Technologies 社で開発された LC 形

Fig. 8

図 8 MPO 形光コネクタの構造
Conﬁguration of MPO optical connector.

従来は SC 形 2 心光コネクタがデファクト標準であっ

光コネクタ [29] においても採用されている．現在，LC

たが，最近は SFF/SFP (Small Form Factor/Small

形光コネクタはデータコム分野を中心に小形光コネク

Form-Factor Pluggable) と呼ばれる小形光トランシー

タでは主流となっている．

バ用に LC 形 2 心光コネクタが多用されている．

(2) 多心光コネクタ

4. 2 光コネクタ開発の現況

多心光コネクタは多心光ケーブルの接続や光イン

ここ数年，注力されている光コネクタの開発領域に

タコネクトモジュールのインタフェース用として MT

ついて概観する．単心光コネクタについては有力な新

フェルールをベースとした各種製品が実用化されてい

規製品は出現しておらず，国内における FTTH 工事

る．光モジュール用は各社の設計思想によってハウジ

の簡略化のための現場組立形光コネクタがトピックス

ングの構造には特徴があるが，プッシュ・プル締結で

である．一方，多心光コネクタに関しては大きな変化

小形化を目指している．図 8 に 12 心 MPO 形光コネ

が現れ始めている．これまでの多心光コネクタは MT

クタの構造を示す [28]．MT コネクタの低反射化は屈

フェルールをベースとしたものだけであったが，最近

折率整合剤を用いるのが一般的であるが，MPO 形で

はスーパコンピュータや超高速ルータ，光デバイスが

は頻繁な着脱に耐えられるようフェルール端面を 8◦

大規模実装させるネットワークノード等での光インタ

に斜め研磨して反射を防止し，かつフェルール端から

コネクションを目的とした新しい接続方式の光コネク

光ファイバを突き出させて PC 接続を実現している．

タの開発が進んでいる．また光アクティブケーブルと

また，装置実装用のバックプレーン光コネクタも基

いう光送受信器を電気コネクタに内蔵した電気インタ

本的には多心光コネクタである．通信システム用に

フェースの光リンクが本格的に普及を開始した．

は接続損が低く，かつ一心ごとの着脱も可能な単心光

(1) 現場組立形光コネクタ

コネクタの集合形が多く用いられている（DS 形 [30]，

FTTH における家庭での工事時間短縮のための現場

MU 形 [31]）．特に MU 形は小形化が図られており，

組立形光コネクタが種々開発されており，既に実用に

45 mm の領域で 8 心実装できるタイプと 20 mm の領

供されている．光コネクタとしての着脱部は SC 形光

域で 2 心実装できるタイプがある．一方，最近の光

コネクタの技術をベースとしているが，フェルール端

クロスコネクト装置等ではより多くの心数を収容でき

面を現場で研磨しなくてもよいようあらかじめ光ファ

るバックプレーン光コネクタが求められており，MT

イバを組込み済みのフェルールの後端部に光コードの

フェルールと MU 形ハウジングを利用した MBP 形や

ファイバをスプライスする形式の光コネクタである．

RAO 形も開発されている．これを利用すると 20 mm

国内では屈折率整合剤を使って，V 溝上で光ファイバ

の領域で 4〜12 心，45 mm の領域で最大 48 心の光入

を接続する方法が一般的である．作業の簡素化のため

出力が可能になる．

スプライス用部材に工夫が成されている．NTT では

(3) 2 心光コネクタ

屋外・宅内での光コードやケーブル接続用の FA コネ

2 心光コネクタは光トランシーバのインタフェース

クタとクロージャ内の心線接続用の FAS コネクタが

用として，主にデータコムの世界で多用されている．

ある [32]．
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一方，北米での光アクセス系ではビデオ映像配信の

ファイバを利用する．この光ファイバを精密な整列孔

ためにアナログ伝送方式が採用されているため，反射

や V 溝上で整列させるのであるが，光ファイバの先端

減衰量に対する規格が厳しい．このため，スプライス

が整列孔に挿入されさえすれば，光ファイバの柔軟性

作業を融着接続で行うタイプの現場組立形光コネクタ

によりピッチずれは吸収されるため，整列孔等の位置

が採用されている．

精度は大きく緩和される特徴がある．また PC 接続に

(2) 光インタコネクション用多心光コネクタ

必要な光ファイバ同士の押圧には光ファイバの座屈力

比較的短距離の伝送においても，必要な伝送速度を

を利用する．現在，SF 形 (JPCA-PE03-01-01S-2003)

満たすのに電気による信号伝送では限界があるシステ

と MF 形 (JPCA-PE03-01-04S-2004) の 2 種類のタ

ムが現れ始めた．これまでにも言われ続けていたが，

イプが日本電子回路工業会 (JPCA) で標準化されてい

なかなか実用化に到らなかった光インタコネクション
がいよいよ始動を始めた．最もニーズが顕在化したの

る．まだ使用例は少ないが，将来の超多心光コネクタ
（例えば 100 心以上）には有力な技術である．

がスーパコンピュータのノード間通信である．これま

(3) 光アクティブコネクタ

でにも MT フェルールをベースとした種々の光イン

光技術は一般に使いにくいと思われている．光コー

タコネクション用コネクタが提案されてきたが，ここ

ドは小さく曲げられないし強い力で引っ張ると切れる

にきて新しい接続方法による多心光コネクタが報告さ

おそれがある．また光コネクタは汚れや埃に弱く，着

れ始めている．一つのタイプは図 9 に示す PT 形光コ

脱のたびに清掃することが義務づけられている．そ

ネクタ (JPCA-PE03-01-06S-2005) である [33]．従来

のため，配線の工事業者や環境の良くない工場での

の光コネクタとは異なり光ファイバ間接続が前提では

管理者または一般個人は光コネクタの使用に躊躇す

ない．光インタコネクションでしばしば利用される面

る傾向がある．そこで現れてきたアイデアが光アク

発光レーザ VCSEL や PD (Photodiode) との結合に

ティブコネクタまたは光アクティブケーブルである．

配慮した構造となっている．VCSEL からの出射光を

電気コネクタのハウジング内に E/O，O/E 変換機能

◦

◦

45 ミラーで 90 光路変換する機構を内部にもつ光コ

を内蔵しており，光伝送であるがインタフェースは電

ネクタである．現在 12 心タイプが開発され一心当り

気コネクタのままとしている．このアイデア自体は決

10 Gbit/s の伝送が可能な光 I/O モジュール用として

して新しくないが [36]，近年本格的に実用化が始まっ

実用化が始まった．

た．主に複数のプロセッサとハードディスク等の高速

多心光コネクタのもう一つのアプローチはフェルー

外部装置との接続に使用されている InfiniBandTM と

ルを使用せず，本来精度良くできている光ファイバ

呼ばれるインタフェース規格がある．基本は電気配線

の外径をそのまま整列基準としようとする試みであ

であったが，チャネル当りの伝送速度が 5 Gbit/s や

る [34], [35]．光ファイバの保護は直接触れられないよ

10 Gbit/s の高速版においては電気配線では数メート

うにプラグ構造を設計することにより可能であり，ま

ルも届かない．そこで機器の物理的インタフェースは

た光ファイバ表面に発生する傷による破断を防止する

電気コネクタのままで伝送距離を延長できる光アク

ために，表面に薄い硬質プラスチック被覆を施した光

ティブケーブルと呼ばれる製品が出現した．この傾向
は 10 Gbit/s イーサネットへも波及しつつあり，FA

(Factory Automation) 等でも期待されている．
(4) 光通信応用以外への展開
光ファイバ通信以外の分野へも光技術の侵透が始
まっている．その応用分野は自動車，航空機等のビー
クル内配線，工場内 FA 用途，医療分野，オーディオ・
ビデオあるいはパーソナル・コンピュータや PDA 等
のディジタル家電の内部配線と広がりを見せてきてい
る．用途に応じて，これまでの光ファイバ通信分野で
は顕在化しなかった要求条件が現れつつあるが，多岐
Fig. 9
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図 9 PT 形光コネクタの構造
Conﬁguration of PT optical connector.

にわたるので詳細は割愛する．
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4. 3 将 来 展 望

では 20 品種，JIS では 18 品種の光コネクタの標準化

光コネクタも産声を上げておよそ 40 年が過ぎて，そ

が完了している．

の方向性が固まってきた．フェルールやハウジングの

さて上記標準はデジュール (de jure) 標準といわれる

材料，加工法の開発は光コネクタのよりいっそうの経

正式な標準化機関による規格化であるが，世の中には

済化に向けて持続的に進められるであろうが，今後の

デファクト (de facto) 標準と呼ばれる業界標準もある．

光コネクタの開発の方向性は大きく三つあると考えら

現在流通している主な光コネクタはほぼ IEC 標準と

れる．第 1 は，標準化されたフェルール/スリーブを

なっているが，デジュール標準はたとえれば「店の陳列

共通部品として用い，コネクタ開発は締結構造等のハ

棚にのる」ことであり，世の中で使用されることが保

ウジング設計が中心となる方向である．その用途と目

証されるわけではない．実際に世界で広く使用される

的に応じて多彩な電気コネクタが使用されている現在

ためには，例えば ANSI (American National Stan-

のパーソナルコンピュータ等からも見てとれるように，

dards Institute) の FDDI (Fiber-Distributed Data

用途に合わせた心数，締結構造や形状をもった多くの

Interface) や Fibre Channel 等のシステム標準で規格

種類の光コネクタが今後必要とされる．それぞれをゼ

光コネクタとして指定されることが必要となる．SC

ロから開発するのではなく，標準部品を有効に利用し

形光コネクタが 1990 年台後半以降，単心光コネクタ

て開発期間の短縮と経済化を図る進め方である．第 2

として世界市場の 70 %以上を占有したのも FDDI や

は，最近の多心光コネクタに代表されるように，光ファ

Fibre Channel 用のコネクタとして指定されたことが

イバの整列技術を含めて全く新しい原理のコネクタを

きっかけであった．

開発する方向である．このタイプの開発は抜本的な経

SC 形光コネクタは当時の競争相手あった AT&T 開

済化や従来技術では対応できないようなニーズに裏打

発の ST 形光コネクタと熾烈な標準化競争を繰り広

ちされる必要がある．光デバイスの大規模実装が必要

げ，勝利した．当時の米国業界紙では “The Battle of

な装置における光インタコネクションや車載・モバイ

Optical Connector” と呼ばれたほどであった．これ

ル機器内での超小形・低コストコネクタ等へのニーズ

により FC 形以来の日本発の光コネクタの優位性が確

がこのような新原理光コネクタの開発を推進させる原

立されたが，後継の直径 1.25 mm フェルールを使った

動力となることが期待される．最後は，組立・使用の

小形光コネクタでは，NTT 開発の MU 形光コネクタ

容易さを追求する方向である．光コネクタは電気コネ

は開発は先行していたにもかかわらず米国発の LC 形

クタと比べるとまだまだ使いづらいと思われている．

光コネクタに主流を奪われてしまった．

最近の傾向である現場組立形や光アクティブコネクタ

後続の技術者のために MU 形光コネクタの開発者

がその方向性を示している．DIY (Do It Yourself) で

の 1 人として分析を加えておきたい．敗北の理由は

光コネクタが組み立てられ，家庭内の光配線を個人で

技術的なものと政策的なものがある．まず技術的に

できるまで使いやすさを追求していく必要がある．

は MU 形光コネクタは光コード接続と装置のバック

5. 標 準 化
光 コ ネ ク タ は そ の 性 格 上 ，標 準 化 が 不 可 欠 で あ

プレーン接続を主な用途として設計されたが，この
頃から小形化が急速に進みつつあった光トランシーバ
への配慮に欠けていた．単心と 2 心の光プラグを開

る．光コネクタの標準化は国際的には IEC (Inter-

発したが，2 心プラグのピッチ（フェルール間距離）

national Electrotechnical Commission) で，国内で

が問題であった．ピッチの異なる 2 種類の 2 心プラ

は日本工業規格 JIS として進められている．IEC で

グを当初実用化したが，いずれも「帯に短し襷に長

は TC86/SC86B が光コネクタ標準化の主体で，主要

し」であった．SFF/SFP と呼ばれるデファクト標準

な光コネクタに対して「かん合標準」，
「性能標準」及

光トランシーバの送受信間ピッチ 6.25 mm と整合しな

び「光コネクタ光学互換標準」が定められている．一

かった（MU 形は 4.5 mm と 7.5 mm）
．TOSA/ROSA

方，JIS では光産業技術振興協会内に光コネクタ標準

(Transmitter Optical Sub-Assembly/Receiver Op-

化委員会が設立されており，ここで JIS の原案を作成

tical Sub-Assembly) と呼ばれる光送受信モジュール

している．当初は国際標準と国内標準は独立に策定さ

の外径（約 5.6 mm）から 6.25 mm 程度のピッチに最

れていたが，現在では JIS も国際標準である IEC に

適値があった．また光コネクタのロックばねがレセプ

調和させる方向で改訂が進んでいる．具体的には IEC

タクル側に必要なことも，光トランシーバの構造を
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