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将来の大容量光ネットワークを支える空間多重光通信技術の最先端

光ファイバ接続技術

光通信ネットワークを構築 ・ 運用す
るためには，光ファイバ接続技術が必
要不可欠です．光ファイバ接続技術と
しては，アーク放電により光ファイバ
を溶融させて永久接続する融着接続
と，光ファイバを着脱可能に接続する
光コネクタ接続が普及しています．

将来の大容量伝送システムにおける
伝送媒体として期待される，マルチコ
アファイバ（MCF）の接続においても，
光ファイバ接続技術の確立が求められ
ています．MCFを低損失に接続する
ためには，シングルコアファイバ（SCF）
では調心が不要であった光ファイバの
軸回り角度を高精度に一致させる必要
があります．汎用的な融着接続機では，
光ファイバの側面からコアを観察する
ことでコア位置を高精度に調心してい
ますが，側面からの観察のみでMCF
のコア位置を回転調心することは難し
いため，融着接続機に光ファイバ端面
観察機能を付与することでコア位置を
調心可能にして，MCFの低損失接続
が実現されています．

光コネクタでは，着脱を繰り返して
も光ファイバの光軸を 1 μm程度の精
度で位置決めすることが求められま

す．従来の単心形コネクタでは，接続
した状態で光ファイバを固定したフェ
ルールをフロートさせて，光コネクタ
に作用する外力が接続点における光
ファイバに影響を与えない構造として
います．本構造は，フェルールの軸回
りの回転を許容することで実現してい
ますが，MCFに適用した場合は軸回
りのコア配置を高精度に制御できない
ため，従来の単心形コネクタを用いて
MCFを低損失に接続することは困難
です．そこで，NTT研究所では，将
来の大容量伝送システムにおける伝送
媒体として期待される，MCFの接続
においても，従来の光コネクタと同等
の性能をめざした研究開発を推進して
います．また，MCFに光信号を入出
力するためには，MCFとSCFを接続
するファンイン／ファンアウト（FI/
FO）デバイスも必要になるため，光
コネクタ技術を活用したFI/FOデバ
イスの研究開発も推進しています．

本稿では，MCF用接続技術として
NTT研究所で検討している，①MCF
用単心形コネクタ，②MCF用多心形
コネクタ，③FI/FOデバイスを紹介
します．

MCF用単心形コネクタ

低損失なMCF用コネクタを実現す
るためには，MCFの軸回り角度θzを
制御する必要があります（図 1 ）が，
従来の単心形コネクタ（SCコネクタ
等）では，プラグハウジングに対して，
フェルールは± 2 °程度の軸回り角度
の変動が許容された設計となっていま
す．したがって，通常の単心形コネク
タをMCF用コネクタとして用いた場
合，MCFが軸回りに回転できる角度
が大きく，中心以外の外側コアでは低
損失な接続を再現性良く実現すること
は困難です．そこで，組立時にフェルー
ルの軸回り角度の調心が容易で，かつ
コネクタ接続時にフェルールの回転角
度を高精度に規定できる，MCF用単
心形コネクタを検討しました．

本コネクタの構成部品を図 2（a）に
示します．プラグフレーム，フェルー
ルのフランジ部分およびストップリン
グが本コネクタ固有の部品となってお
り，ほかの部品は従来のSCコネクタ
と同じです．フランジには左右 2 カ所
に矩形の溝を，ストップリングにはそ
れらと嵌合する 2 つの突起部（フェ
ルール回転用ガイド部）を設けていま
す．本部品を用いた回転構造の模式図
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を図 2（b）に示します．ストップリン
グをプラグフレームにはめ込んだ状態
で，ストップリングをプラグフレーム
に対して軸回りに回転させることで，
MCFを内蔵したフェルールもストッ
プリングに連動して回転できます．
MCFのコアが所定の位置となるよう

に調心した後で，ストップリングをプ
ラグフレームに固定します．この構造
により，MCFのコアを任意の位置に
回転調心できるとともに，組立後の
フェルールの軸回りにおける角度の変
動を抑制できます．コアピッチが約₅₀ 
μmの ₇ コアMCFを用いたMCF用コ

ネクタで繰り返し接続を実施した結
果，接続損失の最大値と最小値の差は
₀.1 dB程度あり，フェルールの軸回り
角度の変動は1.1°程度以下に抑制でき
ていることを確認しました．また，試
作したMCF用コネクタをランダム接
続して波長1.₅5 μmで接続損失を測定
した結果，平均損失値は₀.1 dB，最大
損失値は₀.2 dB以下であり，SCF用
単心形コネクタと同等の接続損失であ
ることを確認しました．

SCF用単心形コネクタでは，光ファ
イバを接着固定したフェルールの端部
を研磨加工により凸球面形状にしてい
ます．光コネクタ接続時には，光コネ
クタに内蔵したバネでフェルール端面
どうしを押圧して，凸球面形状の端部
を変形させることで，ファイバのコア
どうしを密着させるフィジカルコンタ
クト（PC: Physical Contact）接続を
実現しています．PC接続は，接続点
において間隙なくファイバのコアを接
続できるため，フレネル反射を抑制し
て高反射減衰量を実現できます．また，
PC接続にすることで，接続点には接
着剤などの有機物を介在させないた
め，ラマン増幅などによるハイパワー
入力への耐性を有する光ファイバ接続
を実現できます．MCFではファイバ
断面中心に位置するコアのみならず，
その外側に位置するコアをPC接続す
る必要があるため，SCFと比較して，
接触させることが必要なファイバ端面
の面積は大きくなります．そこで，
MCF用コネクタにおいても，従来の光
コネクタと同様にPC接続を実現する
ことを目的として，PC接続に必要な
押圧力とコネクタ端面形状の関係を明
らかにしました．MCFの全コアをPC
接続させるためには，フェルールと

図 1 　単心コネクタでのMCF接続模式図
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図 2 　MCF用単心形コネクタ
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MCFの双方同時に力が加わりながら，
複雑に形状が変化していきます．そこ
で， 3 次元のモデルを用いて，実際の
コネクタ端面と同等の接触状態での有
限要素解析を行い，MCF用PC接続設
計法（1）を確立しました．本設計法によ
り作製した ₇ コアMCFを用いてコネ
クタ接続で検証した結果，全コアで反
射減衰量₄₅ dB以上のPC接続を確認
しました．

MCF用多心形コネクタ

SCFと同様にMCFについても多心
一括でのコネクタ接続が必要になるこ
とが想定されるため，MCF用多心形
コネクタも検討しています．従来の多
心形コネクタでは，多数本の光ファイ
バ を 収 容 す るMT（Mechanically 
Transferable）フェルールどうしをガ
イドピンで結合することで多心ファイ
バの一括接続を実現しています．
MCF用多心形コネクタにおいても，
既存の多心形コネクタと同等の性能お
よび操作性の実現を目的として，MT
フェルールを用いる構造としました．
MCF用多心形コネクタの接続模式図
を図 ₃（a）に示します．ガイドピンを
介してMTフェルールどうしを接続す
る構成は，従来のMTコネクタと同じ
です．従来のMTコネクタでは，MT
フェルール本体に光ファイバを接着固
定していますが，MCF用多心形コネ
クタでは，MCFの軸回りの調心およ
び接着固定作業を容易にすることと，
多心MCFの一括PC接続を可能とする
ために，光ファイバを接着固定する個
所をMTフェルールとは別部材とする
構造としました．

MCFをPC接続させるための研磨加
工で発生する，多心MCF間でのMT

フェルールからの突出し長のばらつき
および端面角度誤差が多心MCFのPC
接続実現に向けた課題でしたが，
MCFをMTフェルールで固定せずに
MCFの非固定部の長さを適切に設計
することで，MCF端面どうしが押し
付けられたときに発生する弾性復元力
を用いて，多心MCFのPC接続が可能
になることが分かりました（2）． ₇ コア
MCFを用いて作製した ₄ 心MCFコネ
クタを図 3（b）に示します．MTフェルー
ル端面において， ₄ 本のMCFのコア
が同じ配置となるように調心されてい

ることが分かります．試作した ₄ 心
MCFコネクタの平均接続損失値は₀.3 
dB未満であり，SCFの多心形コネク
タと同等の性能であることを確認しま
した．また，反射減衰量は₄₅ dB以上
であり，全コアでPC接続しているこ
とも確認しました．

FI/FOデバイス

MCF伝送システムでは，MCFの各
コアに対して光信号を入出力するため
のFI/FOデバイスが必要になります．
NTT研究所では，MCFのコアピッチ

図 3 　MCF用多心形コネクタ

（b）　外観写真

（a）　構造模式図

MTフェルール端面

MTフェルール

押圧力

押圧力

MCF

固定ブロックガイドピンMTフェルール

突出し

固定バネ固定部非固定部

端面角度誤差

突出し長の
ばらつき



NTT技術ジャーナル　2017.336

将来の大容量光ネットワークを支える空間多重光通信技術の最先端

と同等のクラッド径としたSCFを束
ねてフェルールに挿入することで
MCFのコア配置を実現するファイバ
バンドル型FI/FOを検討しています．
フェルールを用いたFI/FOの構成を
図 ₄ に示します．MCFを接着固定し
たフェルールと，SCFを接着固定し
たフェルールを割スリーブへ挿入して
接続します．MCFのコアピッチと同
等としたクラッド径を持つSCFを
フェルールの細径穴に充填すること
で，SCFのコア配置をMCFのコア配
置と同等に整列させることができま
す．プラグの構造はMCF用単心コネ
クタと同じであるため，ストップリン
グを介してフェルールを回転すること
で，MCFとSCFのコア配置を一致さ
せることができます．本構造で試作し
た ₇ コ アMCF用FI/FOの 挿 入 損 失
は，平均値は₀.12 dB，最大値は₀.3 

dB未満であり，低損失な接続を実現
しています．また，反射減衰量は₄₅ 
dB以上であり，すべての接続点でPC
接続していることも確認しました．図
₄（a）に示したFI/FOの構造において，
フェルールの細径穴の断面形状を六角

（図 ₄（c））や四角に変更することで，
₇ コア以外のコア数およびコア配置
を持つMCFへも対応可能です．

今後の展開

本稿では，将来の大容量伝送システ
ムにおける伝送媒体として期待されて
いるMCFの接続技術について，単心
形コネクタ，多心形コネクタ，FI/
FOデバイスを紹介しました．従来の
SCFにおける接続と同等の低損失お
よびコア間のPC接続を実現可能な
MCF用接続技術の研究開発は着実に
進展していますが，実用化に向けては，

MCF接続における互換性を確保する
ために光接続部品の標準化への取り組
みが必要となるとともに，信頼性や量
産化の検討も必要になります．今後も，
将来の超大容量光伝送システムの実現
に向けた研究開発を推進します．
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将来の豊かな情報通信社会の実現に向け
て，超大容量光通信システムの実現を支え
る，光接続技術の研究開発を推進します．
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