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Abstract

A wavelength insensitive, non-contact and highly efficient fiber optic connector has been created and 
demonstrated excellent performance. The fiber optic connector consists of a pair of up-tapered multimode 
optical fibers with an insertion loss of 0.9 dB in the range of 410 to 790 nm. With anti-reflective coating applied 
on the sections, the loss is expected to fall to 0.6 dB. We believe this novel fiber optic connector is suitable for 
multi-color illumination systems or devices subject to frequent connection and disconnection of the connector.
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序111

はじめに1111
近年，医療機器の高機能化に伴い，単一の機器で利

用される照明光の波長帯域は拡大しており，近紫外域
から近赤外域にわたる。例えば，自家蛍光（325nm）
とOCT像（1,300nm）の内視鏡による同時観察1）や，
光線力学診断と光線力学療法の併用時の診断用レーザ
光（410nm）と治療用レーザ光（630nm）の同時照射な
どが挙げられる2）。一方，最近ではオーディオ機器やパ
ソコンなど民生用機器の機器間の通信に光を利用され
る動きも進んでおり，利用波長も可視域から赤外域ま
で多岐にわたる。
これらの応用の特徴は，複数の波長のレーザ照明光

を同時に利用することである。今後，さらに利用波長
の広帯域化が進むと考えられ，そのときに光源とスコー
プの接続部に求められることは波長に依存せず，高効
率に光接続が行なえることである。
また，例に挙げたような医療用途の応用では，滅菌

の観点から照射用ヘッドが光源装置から取り外せるこ
とが要求される。民生用機器に利用される場合もコネ
クタの挿抜は必須である。いずれの場合にしても，光

源および照射用ヘッドの損傷を避けるために光接続は
非接触で行なうことが望ましい。
このような要求のなかで従来実現されていなかった高

い性能を得ることを目的とし，われわれはアップテーパ
ファイバ3）~5）を利用した波長無依存性，非接触性を両
立する高効率のアップテーパ型マルチモードファイバを
用いる光コネクタを提案，作製した。その結果，波長
410nm～ 790nmにわたり0.9dBの挿入損失（伝送効率
81%）を実証した。さらに端面に反射防止加工を施すこ
とで0.6dBの挿入損失（伝送効率87%）が期待される。
本報告ではこれらの内容について報告する。

従来の光接続方式1111
Fig.	1に示すような，複数波長を合波して光ファイバ

出力するレーザ光源と，光ファイバが内蔵された照射
用ヘッド，両者を接続する光接続部からなるシステム
を考える。このようなシステムにおける一般的な光接
続の方法をTable	1に示す。
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Fig. 1   Schematic diagram of multi-color laser illumination system.

Table 1   Fiber-optic connector types.
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　光通信などで最も一般的に用いられる方法は物理接触
による光接続である。球面状に研磨（PC研磨;	Physical	
Contact）した光ファイバ端面を突き当て接触させるこ
とにより，広い波長帯域にわたり挿入損失0.3	dB以下（伝
送効率93%以上）の高い伝送効率を得ることができる6）。
ただし，端面の塵埃に非常に弱く，端面ふき取りができ
ない環境で頻繁に接続を繰り返す用途には適さない。
端面非接触の光接続方式であるレンズ結合は，例えば

鉄道，船舶－埠頭間接続，軍用光コネクタなどに用いら
れている6）。コネクタ端面ではビーム径が拡大されるた
めに，キズなどの損傷に強く，挿入損失0.8	dB以下（伝
送効率83％以上）で光接続を行なうことができる。欠
点として，コネクタ内で光ファイバとレンズのアライン
メントが要求されることと，ファイバ端の口径は拡大さ
れないため，端面の光汚染が懸念されること，レンズは
屈折作用を利用して集光を行なうため波長による屈折率
分散の影響を受けることなどが挙げられる。
以上から，広い波長帯域にわたるレーザ光を光源とし

て用いるシステムの要求を両立する光コネクタの接続方
式は提案されていないことがわかる。

アップテーパ型光コネクタの原理111

本研究では波長無依存・非接触方式で高い伝送効率の
光コネクタとして，アップテーパ型マルチモードファイ
バを用いたアップテーパ型光コネクタを提案する。アッ
プテーパ型光コネクタは先端に向けコア径が増大する
アップテーパファイバを対向させることで光接続を行な
う光コネクタである。ファイバ端面間に離間（0.5	mm）
を持たせることで非接触性を実現している。アップテー
パ型光コネクタの模式図をFig.	2に示す。
コア径が十分大きいマルチモードファイバ中を伝搬す

る光は，断熱的にコア径が変化していく場合，幾何光学
に従う範囲では式（1）で表わされるエタンデュ保存則（輝
度不変の法則）を満たす7）。

　ただし，r inは入射側のコア径，NAinは入射光の開口数，
routは出射側のコア径，NAoutは出射光の開口数である。
エタンデュが保存される限りにおいては，例えば出射側
のコア径が2倍に増大すれば，出射光の開口数（≒ビー
ム拡がり角）は1/2倍に減少することになる。アップテー
パ型光コネクタはこの原理を利用し，端面間の離間に対
して光結合損失を抑えている。
この時のビーム拡がり角変化は，光ファイバの伝搬光

がテーパ部において，ある角度をもつ側壁で全反射され
ることに由来する。幾何光学的に考えると，テーパ部の
側壁で1回反射されるごとに，テーパの角度の分だけビー
ム拡がり角は減少することになる。従って，レンズのよ
うな屈折作用に由来する光学素子とは異なり，アップ
テーパファイバの拡がり角減少は波長にほとんど依存せ
ず，広い波長範囲で高い伝送効率を得ることができる。

Fiber Pigtail Fiber Taper

Fig. 2   Fiber optic connector using up-tapered optical fibers.

設計・作製311

1幾何光学シミュレーションによるアップ3111
テーパファイバの設計

アップテーパ型光コネクタで設計できるパラメータ
は，コア径の拡大率とテーパ部長さである。最適なパラ
メータを見出すために，テーパ部長さを一定値としたと
きのコア径拡大率に対する挿入損失を幾何光学シミュ
レーションソフトZEMAX	（Radiant	Zemax社）により
予測し，挿入損失が最小となるコア径拡大率を求めた。
幾何光学シミュレーションで用いたアップテーパ型光

コネクタのモデルをFig.	3に示す。光ファイバのコア	
屈折率は1.45，クラッド屈折率は1.433とし，NA0.22の
光ファイバとした。ストレート部のコア径/クラッド径
は104μm/126μmとした。テーパ部は長さ10mmの円錐
として近似し，細径側のコア/クラッド径104μm/	
126μmから拡大し，最終的に2～ 6倍のコア/クラッド
径となる時の挿入損失を計算した。ただし，ファイバ端
面の反射の影響は無視した。シミュレーションの結果を
Fig.	4に示す。

 10 mm 10 mm 10 mm10 mm
0.5 mm

φcore/φclad
104 μm /126 um

Φup-taper

Fig. 3    Simulation model of up-tapered fiber-optic connector for ray 
trace.
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Fig. 4    Calculated inser t ion loss of up-tapered f iber-optic 
connector.

シミュレーションの結果から，4倍のコア/クラッド
径拡大率のアップテーパファイバが最も小さい挿入損失
0.42dB（伝送効率91%）を得られることがわかる。テー
パ拡大率が小さい時には離間による挿入損失が大きく，
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テーパ拡大率が大きい時にはテーパ部の角度が急峻すぎ
るために断熱的なテーパファイバとみなせず，ビーム変
換が理想的に行なわれないために挿入損失が増加すると
考えられる。

加熱延伸・融着法による作製3111
幾何光学シミュレーションの結果をもとに，コア/ク

ラッド径	105/125μmから約4倍の400/500μmへ拡大す
るアップテーパファイバの試作を行なった。
数mオーダのテーパ部長さのアップテーパファイバは

市販されているが，製造方法がプリフォームからの線引
き速度を変更するものであるので余剰分が多く，きわめ
て高価なデバイスであるとともに小型化にも難がある。
そこで，本報告ではより小型かつ安価な方法を模索した。
具体的には，コア/クラッド径400/500μm，NA	0.22の
大口径石英ファイバを加熱延伸することで先端に向かっ
てコア径が細くなるダウンテーパファイバを作製し8），
その後にコア/クラッド径105/125μm，NA0.22の石英ス
トレートファイバと融着接続することでアップテーパ
ファイバの作製を行なった。作製工程を下記に示す。
1．大口径ファイバの被覆除去
2．	大口径ファイバの加熱延伸によるダウンテーパファ
イバ化

3．ダウンテーパファイバのクリーブ
4．	ダウンテーパファイバとストレートファイバを融
着しアップテーパファイバ化

5．	アップテーパファイバのフェルールへの接着固定・
FCコネクタの組立

6．ファイバ端の光学研磨
以上の工程で作製したアップテーパファイバのパッチ

ケーブルの写真をFig.	5に示す。

 

Fig. 5   Up-tapered fiber optic patch cable.

評価411

ビーム拡がり角の減少4111
アップテーパ部で良質なビーム径変換が行なわれてい

れば，ファイバから出射されるビーム拡がり角はエタン
デュ保存則に従い縮小すると期待できる。本報告のアッ

プテーパファイバの倍率は4倍であるので，ビーム拡が
り角はストレートファイバと比べ1/4となる。アップ
テーパファイバ出射光の遠視野像を測定することでビー
ム拡がり角の減少を確認した。測定した遠視野像の断面
プロファイルをFig.	6に示す。
ビームの全エネルギーの63%が含まれる角度を拡が

り角と定義すると9），ストレートファイバ10.2°に対し
アップテーパファイバでは2.6°であった。この結果から，
確かにビーム拡がり角は1/4に減少しており，良質な
ビーム径変換が行なわれていることがわかる。
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Fig. 6    Sections of far-field radiation patterns of the up-tapered 
multimode fiber (solid line) and non-tapered multimode fiber 
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挿入損失の波長依存性4111
作製したアップテーパ型光コネクタの挿入損失を波長

410	nm，450	nm，790	nmについて測定した。ファイバ
端面間の離間距離を0.5	mmとして測定した挿入損失を
Fig.	7に示す。
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測定により得られた挿入損失は410nmで増加してい
る。この挿入損失増加は，ファイバ材の吸収や散乱に由
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来すると考えられる。同じ長さのストレートファイバで
測定したファイバ材の損失を除くと，コネクタ部の挿入
損失は波長に依存せず0.9dB（伝送効率81%）となるこ
とがわかる10）。
また，今回試作した光コネクタでは端面の反射防止処

理を施していない。仮に端面に反射防止処理を施し，ファ
イバ端面の反射に由来する損失を低減したとすると，挿
入損失は0.6dB（伝送効率87％）まで減少すると考えら
れる。これは幾何光学シミュレーションの値である0.42	
dB（伝送効率91%）に迫る値である。幾何光学シミュレー
ションと比べると0.18dB（4%）だけ過剰損失が存在す
るが，由来として融着部やテーパ部側面の外乱による損
失を推測している。

まとめと今後の展望511

波長410,	450,	790nmにおいて挿入損失0.9dB（伝送効
率81%）のアップテーパファイバ型光コネクタを数サン
プルレベルで実現することに成功した。また，反射防止
加工を施すことで挿入損失0.6	dB（伝送効率87%）が期
待されることが明らかになった。
非接触の光接続にも関わらず広い波長帯域にわたり高

い伝送効率を得られることから，本報告のアップテーパ
型光コネクタは広い波長範囲の照明光を照射し，かつ光
接続部の挿抜が繰り返されるような機器に適していると
考えられる。そのような例として，例えば多色の励起光
源を持つレーザ内視鏡や光センシング用ファイバデバイ
スなどが挙げられる。また，端面のコア径が大きいこと
から光コネクタ端部の耐傷性の向上も考えられ，光イン
ターコネクト11）などユーザが日常的に挿抜を繰り返す
光応用機器への広範な展開が期待される。
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