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開発の背景
近年，データセンタなどにおいて建物

内の通信機器間のデータ転送速度が高
速化しています．そのため，最近では
単心の光ファイバを高速に使用するの
ではなく，複数の光ファイバに通信を振
り分けて使用する形態が主流となって
います．通信機器と複数の光ファイバ
をまとめた多心光ケーブルを一度に接
続できるインタフェースとして，NTTが
開発した多心光コネクタであるMPO

（Multi-fiber Push On）コネクタの標準
化が進められており，利用が広まってい
ます．データセンタの通信配線規格に
おける配線例を図 １ に示します（1）．今日
のデータセンタではサーバ群を収容す
る集線スイッチすべてとサーバ間の通
信を制御する交換スイッチすべてを40 
Gbit/sや100 Gbit/sといった高速な通信
で接続する形態が多く採用されており，
このスイッチ間の配線にMPOコネクタ
が多く用いられています．MPOコネク
タを用いる通信規格の例を表 １ に示し

ます（2）～（4）．データセンタでのスイッチ間
通信は今後，通信速度100 Gbit/s以上，
配線長100 m以上となることが予想さ
れ，このための光配線としてシングル
モード光ファイバ（SMF：Single Mode 
Fiber）と12心MPOコネクタの組合せが
建物内における高速通信用配線の主流
になっていくと考えられます．

MPOコネクタの構造を図 ２ に示しま
す．MPOコネクタは接続端面にガイドピ
ン＊ 1が挿入されているM形プラグ，ガイ
ドピン穴＊ 2のあるF形プラグ，スライド
ロック構造でプラグどうしを結合するア
ダプタで構成されます．光ファイバの接
続ではファイバコアと呼ばれる信号光の
通る領域の位置を合わせて接触させ，通
信光を通します．MPOコネクタでは，プ
ラグ内のMT（Mechanical Transferable）
フェルール＊ 3という部品で光ファイバを
固定し，ガイドピンを用いてMTフェルー
ルを整列することでファイバコアの位置
合せを実現しています．実際の光コネク

＊1	 ガイドピン：フェルールのガイドピン穴に挿
入することによって ２つのフェルールを整列
する部材．

＊2	 ガイドピン穴：フェルールに設けた整列用基
準穴．

＊3	 フェルール：プラグ内で，光ファイバを保持
固定する部材．ガイドピンによって整列し	
ます．
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図 1 　データセンタの配線例

多心光コネクタの検査基準となる高精度コネクタを開発
NTTアクセスサービスシステム研究所
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近年，データセンタなどにおいて建物内の通信機器間のデータ転送速度が高速化
しており，その通信配線において多心光コネクタの利用が拡大しています．特にシ
ングルモード光ファイバ（SMF：Single Mode Fiber）用の12心MPO（Multi-fiber 
Push On）コネクタは，今後，広く利用されることが予想されますが，その適正な
調達には公正な検査方法が必要です．ここでは，公正な検査基準として開発した高
精度SMF用12心MPOコネクタについて紹介します．
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タ接続ではファイバコアの位置を完全
に一致させることは困難であり，一般に
信号光の一部が透過せず損失となりま
す．この損失（接続損失）は通信品質
に影響するため損失の大きさの規格を
定める必要があり，その規定方法の 1
つとしてマスタコネクタと呼ばれる基準
コネクタを用いて光コネクタを検査する
方法があります．マスタコネクタとは標
準化された光コネクタの設計目標から
誤差が少なく製造された高精度なコネ
クタです．マスタコネクタとの接続によ
り光コネクタを検査することで標準化さ
れた設計目標を基準とした公正な検査
ができ，光コネクタの互換性を保証でき
ることからこの検査方法が広く利用され
ています．しかしながら現在，MPOコ
ネクタには市場で入手可能なマスタコネ
クタがなく，従来の単心光コネクタと同
等の公正な検査ができません．このため，
MPOコネクタの検査において例えば製
造者と購入者の間で接続損失に疑義が

生じる可能性があるほか，従来の単心
光コネクタと同等の接続品質を求めた
場合，製造者の異なるMPOコネクタ間
で接続損失が保証されないなどのおそ
れがあります．

ここでは，今後広い利用が見込まれる
SMF用12心MPOコネクタの公正な検査
を実現するためにそのマスタコネクタと
して開 発した（₅），世 界 で 初 めてIEC

（Internat ional  Electrotechnica l 
Commission：国際電気標準会議）の基
準コネクタの規定を満たす高精度SMF用
12心MPOコネクタについて紹介します．

高精度MPOコネクタ
光コネクタの接続ではファイバコアの

位置ずれが接続損失に大きな影響を与
えるため，光コネクタではファイバコア
の目標位置が規定されています．しかし
ながら，実際の光コネクタは製造誤差な
どの影響によりファイバコア位置と目標
位置のずれ（ファイバコア位置の偏心）

が生じます．光コネクタの検査の基準と
なるマスタコネクタは，ファイバコア位
置の偏心が小さい高精度なコネクタで
あることが求められます．例えば，IEC
では基準コネクタどうしの接続損失を
0.2 dB以下と規定しており，これはファ
イバコア位置と目標位置のずれ（ファイ
バコア位置の偏心）が0.₅ μm以下であ
ることに相当します（₆）．

接続損失0.2 dB以下の高精度コネク
タを多心光コネクタであるMPOコネク
タで実現するには 2 つの難しさがありま
す． 1 つは製造誤差の影響です．前述
のとおりMPOコネクタではMTフェルー
ルを用いてファイバコア位置を合わせま
すが，MTフェルールには最大0.₅ μmの
製造誤差があります．MTフェルールの
製造誤差から算出されるMPOコネクタ
の接続損失を図 ₃ に示します．MTフェ
ルールの最大製造誤差0.₅ μmでの接続
損失は目標である0.2 dBを上回ることが
分かります．現在の製造技術では製造
誤差を最大0.₅ μmより小さくすること
は難しいので，12心の高精度コネクタを
実現するには複数のコネクタを製造し，
その中から誤差が小さいものを選別す
る必要があります．

もう 1 つはMPOコネクタではファイ
バコア位置の偏心測定が難しいことで
す．MPOコネクタでは約 ₅  mmのガイ
ドピン穴間に直径約10 μmのファイバコ
アが並んでおり，観察範囲と測定対象
の大きさの違いからファイバコア位置を
精度良く測定できません．このため，ファ
イバコア位置そのものを基準としたコネ
クタの選別は行えません．

実際のファイバコア位置が不明なま
ま，接続損失を用いてファイバコア位置
の偏心が0.₅ μm以下のコネクタを選別
した手順を説明します．選別手順にお
けるファイバコア位置の例を図 ₄ に示し
ます．まず，製造誤差の0.₅ μm以下の
MTフェルールを用いてMPOコネクタを
作製します．作製されたコネクタのファ
イバコア位置は製造誤差により図 4（a）
のように目標位置を中心に分布します．
次に，作製したMPOコネクタどうしを

表 1 　MPOコネクタを使用する通信規格の例

通信速度 規格名 光ファイバ種別 MPOコネクタ心数 伝送距離
₄₀	Gbit/s ₄₀GBASE-SR₄ マルチモード光ファイバ 1２心 1₅₀	m

1₀₀	Gbit/s
1₀₀GBASE-SR₄ マルチモード光ファイバ 1２心 1₅₀	m
1₀₀GBASE-PSM シングルモード光ファイバ 1２心 ２ 	km

２₀₀	Gbit/s※
２₀₀GBASE-SR₄ マルチモード光ファイバ 1２心 1₀₀	m
２₀₀GBASE-DR₄ シングルモード光ファイバ 1２心 ₅₀₀	m

₄₀₀	Gbit/s※
₄₀₀GBASE-SR1₆ マルチモード光ファイバ ₃２心 1₀₀	m
₄₀₀GBASE-DR₄ シングルモード光ファイバ 1２心 ₅₀₀	m

※２₀1₇年1２月制定予定
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図 ２ 　MPOコネクタの構造
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接続して接続損失0.2 dB以下となるサン
プル群を選別します．選別により，ファ
イバコア位置が0.₅ μmの範囲にあるコ
ネクタが抽出されますが，ファイバコア
位置の中央値は目標位置からずれます

（図 4（b））．この中からファイバコア位置
の偏心が0.₅ μm以下のコネクタを選別
するために，別々に 3 つのサンプル群を
作製し，その相互接続により接続損失0.2 
dB以下のコネクタを選別します．各サ
ンプル群のファイバコア位置は不明で
すが，サンプル群間のずれ量（円の中
心間距離）は相互の接続損失より推測
できるので，製造誤差によりファイバコ
アが存在し得る範囲とこのずれ量を比
較することで選別されたコネクタのファ

イバコア位置の偏心が0.₅ μm以下かど
うかを推定することができます（図 4

（c））．この手順により，世界で初めて12
心すべてにおいてファイバコア位置の
偏心0.₅ μm以下の高精度MPOコネクタ
を実現しています．

MPOコネクタ検査への応用
光コネクタの接続特性の検査方法は

主に検査するコネクタどうしの接続損
失が規定値以下であることを検査する
方法（ランダム接続検査）とマスタコネ
クタとの接続損失が規定値以下である
こと検査する方法（対マスタ接続検査）
の 2 つがあります．それぞれの検査方
法の特徴を図 ₅ に示します．ランダム接

続検査は接続する光コネクタプラグどう
しのファイバコア位置の偏心がばらばら
なため公正な検査ができません（図 ₅

（a））．このため，ランダム接続検査にお
いて接続損失が規定値以下であること
から検査合格として設備導入したとし
ても，実際の設備において接続損失が
規定値以下となるとは限りません．この
ようにランダム接続検査ではコネクタ間
の互換性が保証されないので通信設備
の信頼性を担保することができません．

一方，対マスタ接続検査は高精度な
マスタコネクタを基準として検査するた
め，公正な検査が行え，コネクタ間の互
換性が保証されます（図 ₅（b））．しかし
ながら，高精度なマスタコネクタにも実
際にはファイバコア位置の偏心があり，
これが検査の不正確さの要因となりま
す．このため，ファイバコア位置の偏心
はより小さいことが望まれます．主要な
光コネクタ規格におけるマスタコネクタ
の規定と開発した高精度MPOコネクタ
との比較を表 ２ に示します（₆）～（₉）．開発
した高精度MPOコネクタは対マスタ接
続検査で市場実績のあるSCコネクタ用
マスタコネクタと同等のファイバコア位
置の偏心，接続損失を実現しています．

今後の展開
SMF用12心MPOコネクタの対マスタ

接続検査の実現のために開発した高精
度SMF用12心MPOコネクタについて紹
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図 ₄ 　高精度MPOコネクタの開発手順におけるファイバコア位置の例
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図 ₃ 　MPOコネクタの接続損失計算結果
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介しました．開発した高精度MPOコネ
クタはSMF用12心MPOコネクタとして
世界で初めてIECの基準コネクタの規
定を満たしました． SMF用12心MPOコ
ネクタを採用した通信規格が201₈年 3
月に制定予定という機会をとらえ，学会
や標準化活動を通じて開発した高精度
MPOコネクタをマスタコネクタとして
普及させることで，MPOコネクタ市場
の公正な競争を推進しNTTグループの
事業におけるMPOコネクタの適正な調
達に貢献します．また，今後のさらなる
通信高速化の技術動向を見据え，より
心数の多い光コネクタのマスタコネクタ
実現に向けた研究開発に取り組んでい
きます．
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図 ₅ 　MPOコネクタ検査方法の特徴

表 ２ 　主要な光コネクタ規格におけるマスタコネクタとの比較

コネクタ種類 規格 ファイバコアに関する規定 接続損失
SCコネクタ用
マスタコネクタ JIS	C₅₉₇₃ ファイバコア位置の偏心	₀.₅	mm	以下

信号光の出射角	₀.２度以下 ₀.２	dB以下

MTコネクタ用
マスタコネクタ JIS	C₅₉₈1 （規定なし） ₀.２	dB以下

MPOコネクタ用
マスタコネクタ JIS	C₅₉₈２ （規定なし） ₀.₃	dB以下

開発した
高精度MPOコネクタ ― ファイバコア位置の偏心	₀.₅	mm	以下 ₀.２	dB以下

（上段左から） 片山  和典/ 木原  　満/
 阿部  宜輝  

（下段左から） 深井  千里/ 小山  　良

　光コネクタの適正調達と公正な市場競争
を実現するには公正な検査方法が必要です．
検査基準として十分な精度と国際標準規格
を満足する高精度MPOコネクタは検査基準
として光コネクタの適正調達を支えます．
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