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は じ め に

長距離伝送媒体としてのガラス光
ファイバの可能性を指摘したのは，英
国STL（Standard Telecommunica-
tion Laboratories）に勤務していた
C.K. Kao（1）であり，1966年のことで
した．当初は半信半疑であったNTT
（当時日本電信電話公社）が石英系ガ
ラス光ファイバの研究を本格的に開始
したのは1971年のことで，米国のガラ
スメーカCorning社による1970年の
石 英 系 光 ファイバ（ 20 dB/km
＠0.6328μm波長）発表（2）の直後の
ことでした．さらに1974年，米国Bell
研究所発表のMCVD（Mod i f i ed
Chemical Vapor Deposition）法によ
る低損失値（1.1 dB/km＠1.06μm）
報告（3）に接したNTTは，1975年に電
線３社〔住友電気工業，古河電気工
業，藤倉電線（現フジクラ）〕との共
同研究体制を整えました（4），（5）．そし
て1976年，まずはMCVD法を改良し
ての低損失（0.47 dB/km＠1.2μm）
多モード光ファイバ発表（NTTと藤倉
電線）（6）を通じて，日本勢の存在が世
界的に知られることになりました．
当時のNTTの基本方針は，①MCVD
法を改良して，さらなる低損失化（極

限追求）を進めること，②量産に適し
た国産製法（後のVAD法）を新たに
開発すること，の２つであり，その推
進のため，茨城電気通信研究所（茨
城研究所）には２つの研究グループが
編成されました．
1977年にVAD（Vapor-phase Axial
Deposition）法（7）を発明する伊澤達
夫は，武蔵野電気通信研究所（武蔵
野研究所）を離れて，1975年から
1978年初頭までの３年間，茨城研究
所で上記②を担当するグループを率い
ていました．
1973年にNTTに入社した筆者が，

初期の液晶表示の研究を経て，光ファ

イバ研究グループに移籍したのは1976
年であり，ちょうど上述の低損失多
モード光ファイバ実現の直後でした．
筆者の最初の仕事はMCVD法よる低
損失単一モード光ファイバ開発でした
が，1980年のVAD法による低損失長
尺単一モード光ファイバ開発までの５
年間，光ファイバ研究グループの一員
として充実した日々を送ることができ
ました．
表に初期の光ファイバ研究開発の歩
みを示しました．この表から，1970年
代後半にNTTが上記の基本方針①②
に沿って世界のトップランナーになっ
た経緯が分かります．
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光ファイバ通信は今日の高速情報通信を支える最重要インフラになっていますが，伝

送媒体としての石英系光ファイバの低損失化と量産製法（VAD法）の開発に大きな役割

を果たしたのが1970年代後半の茨城電気通信研究所（当時）でした．ここでは，30

歳前後の若き研究者であった筆者の身近な経験を中心に，成長発展期の光ファイバ研究

開発の経緯を改めて紹介します．「光技術のNTT」の先駆けとなった当時の研究開発現

場の雰囲気をお伝えできれば幸いです．

石英系光ファイバの低損失化と量産製法
（VAD法）の開発

世界に誇れる研究開発成果
光ファイバ 光通信 VAD法

表　初期の光ファイバ研究開発の歩み

1936年 関･根岸の光通信方式特許（電気試験所）

1954年 医療用ファイバスコープの論文（英国）

1964年 グレーデッドインデックス（GI）型ファイバの特許出願（西澤/東北大学）

1966年 ガラスファイバ伝送線路の可能性指摘（Kao/英国STL）

1969年 セルフォックファイバ開発～80 dB/km（日本板硝子）

1970年 石英系光ファイバ開発～20 dB/km＠0.6328μm（米国Corning）

1974年 低損失光ファイバ製法（MCVD法）発明～1.1 dB/km＠1.06 μm（Bell研究所）

1976年 MCVD法による0.47 dB/kmファイバ開発＠1.2μm（NTT&藤倉電線）

1977年 光ファイバ量産製法（VAD法）発明（NTT）
MCVD法による0.5 dB/km単一モードファイバ開発＠1.3μm（NTT）

1979年 MCVD法による0.2 dB/km単一モードファイバ開発＠1.55μm（NTT）

1980年 VAD法による完全無水多モードファイバ開発（NTT&藤倉電線）
VAD法による長尺低損失単一モードファイバ開発（NTT）



石英系光ファイバの低損失化

Bel l研究所が1974年に発表した
MCVD法は，図１に示すように出発
石英ガラス管にガラス原料（SiCl4を
主成分とし，屈折率制御用にGeCl4
などを添加）ガスと酸素（O2）ガスを
供給し，外部より酸水素バーナで加熱
することで，出発石英管内壁へのガラ
ス微粒子の堆積と溶融を繰り返して積
層構造のガラス膜とし，その後，石英
管をさらに高温に加熱して中実化する
ことで光ファイバ母材（プリフォーム）
とする製法でした．この光ファイバ母
材は別の電気炉で2000 ℃以上の高温
で線引きされると同時に，表面を保護
するプラスチック材料で被覆されて所
望の光ファイバになります．
MCVD法では，ガラス原料を気相

状態で石英管中に送り込むので，蒸気
圧の小さい遷移金属などの混入を防止
できる利点があり，合成したガラス中
の唯一の不純物吸収損は水酸（OH）
イオンに起因する吸収損でした．OH
イオンはO-H伸縮振動に起因する強い
光吸収を2.73μm波長で示すのです
が，その高調波成分に相当する吸収

ピークが0.95μm，1.24μm，1.39
μm波長などの近赤外域にも現れるの
です．例えば濃度１ppｍのOHイオン
は，0.95μmでは１dB/km，1.24μm
では2.8 dB/km，さらに1.39μmで
は65 dB/kmの損失増加をもたらすこ
とが知られていました（8）.
表に示した1976年の低損失多モー

ド光ファイバの実現は，MCVD法を改
良して不純物であるOHイオン含有量
の小さい多モード光ファイバを作製し
た藤倉電線の小山内裕氏と，1.1μm
以上の長波長域をもカバーする光ファ
イバ損失測定装置（通常のSi光検出
器ではなく，液体窒素温度に冷却した
InSb光検出器を採用）を世界に先駆
けて構築していた茨城研究所の堀口正
治との共同成果（6）でした．
少し遅れて光ファイバ研究グループ

に加わった筆者は，多モード光ファイ
バはともかくとして，将来の光通信の
本命と考えられる単一モード光ファイ
バについては，作製法を含めてNTT研
究所の手で低損失化をリードしたいと
考えていました．藤倉電線の小山内氏
から「MCVD法改良の秘訣は，OH
イオンの元になる水素含有不純物
（SiHCl3等）を除去した高純度ガラス

原料塩化物の使用と配管の気密化に
加えて，酸素ガス中の炭化水素（CH4
等）を除去する精製装置の活用です」
と聞いた筆者は，早速，茨城研究所
でのMCVD法による単一モード光ファ
イバの作製に適用してみましたが，OH
イオンによる吸収ピーク（＠0.95μm，
1.24μm，1.39μm）は思うようには
下がりませんでした．
そこで筆者が思い付いたのが，

MCVD法で作製した母材（直径７
mm）断面のOHイオン分布を測定す
ることでした．１mm厚程度にスライ
スしたプリフォーム断面にOHイオンの
基本吸収波長2.73μmに相当する赤外
光を照射して透過光強度分布を測定
すれば，OHイオン分布を知ることが
できるだろうと考えたのです．測定技
術が得意な堀口に相談したところ，藤
倉電線製ファイバを少し切り取り，そ
れを赤外光検出用プローブ（30 cm
長）とした即席の顕微分光光度計
（空間分解能60μm）を組み立ててく
れました（9）．
この分光光度計によるMCVD母材

中のOHイオン分布測定結果例を図２
に示しましたが，一連の測定により，
以下の事実が明らかになりました（10）．
① 出発石英管には170 ppm程度
のOHイオンが含まれている．
② ガラス堆積時や中実化時の高
温により，出発石英管部のOH
イオンが堆積ガラス部に拡散侵入
する．
③ 中実化時に水分を含む大気が
混入すると，母材中心部がOHイ
オンで汚染される．
まずは③を参考にして中実化工程を
改良しました．さらに②に基づいての
計算機シミュレーション（光ファイバ
の電磁界分布方程式とOHイオンの拡
散方程式の重なり積分）により，多
モード光ファイバに比べてクラッド部
への電磁界広がりが大きい単一モード
光ファイバの場合には，OHイオン拡
散の抑制に，「堆積クラッド径をコア
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図１　MCVD法 
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径の５倍以上に設定する必要がある」
という指針を得ることができました．こ
の指針を基本として，さらに光ファイ
バの赤外吸収損の増加を招く可能性
のある酸化ホウ素（B2O3）や五酸化
リン（P2O5）の添加も避けてSiO2-
GeO2系ファイバをつくり込み，1977
年に石英ガラスのゼロ分散波長（1.27
μm）で0.5 dB/kmの低損失MCVD
単一モード光ファイバの作製に世界で
初めて成功したのです（11）．
ガラス微粒子の溶融温度を下げる効
果のあるB2O3やP2O5を添加しない
MCVD法では，ガラス膜堆積の際に
高い温度を必要とし，出発石英管の
収縮や変形が問題になりましたが，石
英管にわずかな内圧を加えて収縮や変
形を防止する，内圧制御機構を考案
して解決しました（12）．
我々が作製した単一モード光ファイ

バは武蔵野研究所に送られて，1978
年に世界初の1.3μm帯ゼロ分散伝送
実験に用いられました（13）．当時の
MCVD母材１本から得られる単一モー
ド光ファイバ長は１～２km程度であ
り，武蔵野の基礎研究部では，10本
の光ファイバを巧みに融着接続して全

長11 kmの伝送路としていました．
ところが1978年初頭に，伊澤が研

究開発本部の要職として武蔵野研究
所に戻ることになり，その穴を一部埋
めるねらいもあって，筆者はそれまで
２年間所属していたMCVD研究グ
ループからVAD研究グループに移る
ことになりました．それまでのMCVD
研究グループでの筆者の業務は宮哲
雄が継承し，19 7 9年の極低損失
（0.2 dB/km＠1.55μm）単一モー
ド光ファイバ実現（表）へと発展させ
てくれました（14）．
宮らの0.2 dB/km単一モード光ファ
イバ発表（1979年）は，堀口と小山
内氏の0.47 dB/km多モード光ファイ
バ発表（1976年）（6）の場合と同じく，
英国Electronics Letters誌の年間最
優秀論文賞を受賞しました．そしてこ
のような流れの中で，石英系光ファイ
バの損失が最小となる1.55μm波長
帯の開拓をリードした日本勢の存在感
は，ますます高まっていきました．

量産製法（VAD法）の開発

伊澤らが発明したVAD法は，図３

に示すように，ガラス原料ガスを酸水
素バーナに送り込み，火炎加水分解反
応で生成したガラス微粒子を回転する
出発棒先端に堆積させつつ出発棒を引
き上げていくことでガラス微粒子の集
合体（多孔質母材）を軸方向に成長さ
せ，続いて，この多孔質母材を電気炉
中で高温に加熱して透明ガラス化（焼
結）して光ファイバ母材（プリフォー
ム）を得る製法でした．中実化が可能
な出発石英管の大きさに制約のある
MCVD法（図１）に比べて，VAD法
では大型母材の製造が可能になるだろ
うと期待されていました（7）．
筆者が加わることになった1978年は
じめのVAD研究グループは，伊澤から
直接指導を受けた須藤昭一らの検討
（ヘリウムガス含有雰囲気中での焼結）
によって，多孔質ガラス母材の透明ガ
ラス化にめどが立った段階でした（15）．
当時のVAD法では，酸水素バーナ炎
に由来する多量のOHイオンが母材中
に残存していましたが，1979年には多
孔質母材の透明ガラス化の際に塩化チ
オニル（SOCl2）ガスを電気炉中に導
入することにより，VAD多モード光
ファイバの低OH化（0.05 ppmレベ
ル）に成功しました（16）．茨城研究所
での筆者の最初の研究テーマが「液晶
表示の研究」であり，液晶セルを構成
するガラスの表面化学の専門書を通じ
てSOCl2（室温で液体で気化しやす
い）に脱水作用（ガラス表面のOHイ
オンをClイオンに置き換える作用）が
あることを知っていたのは幸運でした．
図４にVAD多モード光ファイバの低
OH化の経緯を示しましたが，2000年
には，取り扱いが厄介ではあるものの，
さらに強力な脱水作用のある塩素
（Cl2）ガスの活用により，OHイオン
濃度を0.001 ppm以下にまで低減し
た完全無水ファイバの実現に成功しま
した（17）,（18）．ガラス膜の堆積時にOH
イオンの混入を防止しなければならな
いMCVD法と異なり，VAD法では多
孔質母材の段階で塩素含有ガスによる

図２　MCVD母材断面のOHイオン分布測定例 
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「脱水」を存分に実行できたのです．
上記の低OH化に並行して，グレー

デッドインデックス（GI）型多モード
光ファイバを作製するうえで重要な
SiO2-GeO2系ガラス微粒子の堆積機
構の解明（19）も進みましたが，果たし
てVAD法で低損失単一モード光ファ
イバを製造できるだろうかという疑問

が残されていました．正直なところ，
当時の筆者は「多モード光ファイバの
量産向けはともかくとして，繊細なコ
ア構造を持つ単一モード光ファイバの
製造には，Bell研究所オリジナルの
MCVD法を改良しつつ当分は使わざ
るを得ないだろう」と考えていたの
です．

ところが，1980年春，私は上司に
呼ばれて，「VAD法で100 km長の単
一モード光ファイバをつくり，11月の
茨城研究所の施設案内日の目玉とし
て展示せよ」との特命を受けてしまい
ました．早速，筆者を含めて３人の専
担チームを編成し，厚いクラッド層の
中心に細いコア部を形成するガラス微
粒子合成バーナの工夫から始まり，苦
心して100 km長相当のファイバ母材
を作製し，周囲の研究者から最優先の
サポートを受けて光ファイバの線引き
に漕ぎ着けたのが10月末のことでした．
当時の線引きの速度は毎分60メート
ル程度であり，茨城研究所のある東海
村から上野まで常磐線に沿って歩いて
いくようなもので，光ファイバ被覆用
のプラスチック材料を何度も調合し継
ぎ足しながらの徹夜作業でした．
施設案内の当日，線引き前のVAD

母材と一緒に展示された図５の100
km長単一モード光ファイバ（20）は壮
観でしたが，直径30 cmのドラムの下
層のファイバがその上に何重にも巻か
れたファイバ自身の重みで曲がり，光
信号パルスを通すのに苦労しました．
５km長に切り出したVAD単一モー
ド光ファイバで実測した損失特性を
図６に示しましたが，1.3μmで0.35
dB/km，1.55μmで0.2 dB/kmであ
り，宮らが1979年に作製したMCVD
単一モード光ファイバ（図中の破線の
特性）に比べて1.39μmのOHイオン
吸収損も微小であり，0.5 dB/km以
下の低損失波長域が1.20～1.70μm
に及んでいました（21）．
茨城研究所の施設案内が成功裡に

終了し，急ぎ仕事のために弱点だらけ
の技術項目をじっくり再検討しようと
思っていたある日のこと，また上司か
ら呼び出されました．「君は，明日か
ら光ファイバの研究はやらなくてもよ
い．100 kmファイバもできたし，もう
いいだろう．新しいことを始めてほし
い」と言われ，執着心の少なかった当
時の私は「そういわれると，そんな気
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図３　VAD法 
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図４　VAD多モード光ファイバの低OH化の経緯 
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もします．違うことをやります」と答
えてしまいました．実際には，生まれ
たてのVAD単一モード光ファイバ作製
技術が電線３社での量産レベルに達す
るまでには，多くの研究者や技術者の
継続的な努力を必要としたことはいう
までもありません．こうして，MCVD
法による光ファイバの低損失化（1.3
μm帯と1.55μm帯の開拓）に続いて，
単一モード光ファイバを含む量産製法
（VAD法）の開発に成功したNTTと
電線３社の共同研究は1983年に終了
しました．

現在の光ファイバ工場でのVAD母
材の大きさは1980年11月当時（図
５）の20倍，線引き速度は30倍に達
していて，世界の通信用光ファイバの
約50％（日本では90％以上）がVAD
法を基本として製造されています．

お わ り に

以上，茨城研究所での筆者の身近
な経験（MCVD法で２年，VAD法で
３年）を中心に，成長発展期（1976
～1980年）の光ファイバ研究開発の

歩みを紹介しました．上司の先見性と
バトンタッチを含むチームワーク，そ
して幸運に導かれて，NTTが世界に誇
れる成果創出に貢献することができま
した．筆者が参画した５年間だけでも
30名を超えるNTT研究者が光ファイ
バ作製技術の開発に従事したビッグプ
ロジェクトでしたので，さまざまな視点
からの“開発物語”が可能かと思いま
すが，MCVD法を改良して光ファイ
バの極低損失化を進めるとともに，量
産に適した国産製法（VAD法）を開
発するNTTの方針が大成功であったこ
とに異論はないでしょう．
光ファイバ作製技術の進歩に合わせ
て，光ファイバを実際の伝送路として
使うために必要な技術群（光ファイバ
接続，ケーブル構造，敷設工法等）
の開発も進んでいきました．光ファイ
バ伝送システムについては横須賀電気
通信研究所を中心に開発が進められ，
各種の現場試験を経て，1981年には
多モード光ファイバ（GI型）による32
Mbit/sや100 Mbit/s伝送システムの
商用化，1982年には単一モード光ファ
イバによる400 Mbit/sシステムの商
用化が開始されました．そして1985年
にはVAD単一モード光ファイバを本格
導入した日本縦貫光ファイバ幹線網
（400 Mbit/s）が開通したのです（22）．
その後の半導体レーザの進歩，光

ファイバ増幅器の開発，高密度波長
多重（DWDM: Dense Wavelength-
Division Multiplexing）方式の導入
に支えられた光ファイバ通信技術の進
展は目覚しく，今日では単一モード光
ファイバ１心当りの伝送容量が１
Tbit/sを超える長距離光幹線系が商
用化されています（23）．
長距離幹線系の進歩に沿うように，

地域幹線系やアクセス系の光伝送容量
が向上してきたことはもちろんであり，
最近のスマートフォンを含む携帯電話
網も，バックアップ用の一部のマイク
ロ波回線や衛星回線を除いて，アンテ
ナ基地局までは光ファイバ回線が担っ
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図６　VAD単一モード光ファイバの損失特性 

【VADファイバの構造諸元】 
・比屈折率差Δ： 0.25 % 
・コア径： 8.9 μm 
・堆積クラッド･コア径比： 7 
・外径：125 μm 
・カットオフ波長λc： 1.2 μm
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※破線はMCVD単一モード光ファイバの特性 

図 5　100 km長VAD単一モード光ファイバ 

（a）　線引前のVAD母材 
 （MCVD母材との比較） 

（b）　線引き後の100 km長VADファイバ 
 （ドラムの直径は30 cm） 

VAD母材 
（直径５cm） 
（100 km相当） 

MCVD母材 
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ています．こうした情報通信量の増加
に伴い，かつては無限に近いと思われ
ていた石英系単一モード光ファイバの
伝送容量も限界（１心で100 Tbit/s
程度）が見えてきて，最近は，複数の
コアを持つマルチコア構造の新型光
ファイバの研究もさかんになっていま
す（23）．
話は1981年に戻りますが，光ファイ
バに続く研究ターゲットとして筆者ら
がねらいを定めたのが，VAD法で開発
したガラス微粒子堆積技術とLSI微細
加工技術とを組み合わせてシリコン基
板上に光ファイバとの接続性に優れた
石英系光導波路を形成して，光信号
の分岐，波長多重，光路の切換など
を行う実用的なガラスの光集積回路を
構成する試みでした．1978年に茨城
から武蔵野研究所に戻り，石英系光
導波路研究をいち早くスタートしてい
た伊澤らの先駆的な成果（24）は筆者ら
の茨城チームに継承されていきました．
やがてNTT先導の石英系プレーナ光
波回路（PLC: Planar Lightwave
Circuit）技術として体系化が進み，
DWDM通信用のAWG（Arrayed
Waveguide Grating）型合分波器
やFTTH（Fiber To The Home）網
用の光スプリッタなどの提供手段とし
て普及し，今日の商用光ファイバ通信
網をしっかりと支えています（25），（26）．
現在，筆者が勤務しているNTTエレ
クトロニクスの茨城工場はPLC生産の
重要拠点になっています．
光ファイバやPLC開発の舞台となっ
た茨城研究所は2002 年に閉所となり
ましたが，関連の研究者の多くは厚木
研究所に移って光半導体やシリコン
フォトニクス分野などの研究者との連
携を強化しています．今後，ガラス，
シリコン，光半導体などの材料枠，光
や電子などの専門枠，そして方式や部
品などのレイヤ枠を越えた人の交流と
技術の組み合わせにより，さらなるイ
ノベーションがNTTを核として生まれ
ることを期待しています．
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人類が発明した究極の伝送媒体ともいえ
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の夢への挑戦と合わせて，今も世界中で競
争裡に続いています．
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