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光コネクタ部品の射出成形技術 
Injection Molding for Opticl Connector Parts 

小川 睦広* 清水 一彦* 岩井 芳郎* 
Mutsuhiro OGAWA Kazuhiko SHIMIZU Yoshirou IWAI 

要   旨 

光通信の普及には，インフラ敷設コストの低減が不可欠とされているが，各機器に使用される

部品は微細で複雑な形状であり，尚且つサブμmオーダーの高精度が要求されるため，高価と

なってしまう．光コネクタの基幹部品であるフェルールという円筒形状の部品では，外径φ

2.5mmの径精度±1μm，光ファイバが挿通されるφ125μmの中心穴に偏心0.7μm以下，という精

度が要求される． 

この部品は，セラミック製であり，外径部，中心穴とも研削－ラップ加工によって仕上げされ

ているが，究極の低コスト加工法として，熱可塑性プラスチックの射出成形にて要求精度を達成

した． 

 

 

ABSTRACT 

For the prevalence of optical networking system, cost reduction in infrastructure construction is 

imperative. The parts and components, however, are tend to be expensive because those are in 

microscopic and complicated shape requiring ultra high accuracy such as submicron order in its 

measurement. 

 

As a key element for optical connecter, a cylindrical component called “ferule” requires high accuracy 

as precise as 2.5mm in diameter with tolerance of plus/minus 1 micrometer and the eccentricity of the 

center hole, in which optical fiber goes through in diameter 125 micrometer, must be 0.7 micrometer or 

less. 

 

Although this component is made of ceramic finished by grinding and lapping process on its outer 

surface as well as the center hole, the required accuracy has been achieved by injection molding of 

thermo-plastics as an ultimate method for low-cost processing. 
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 1．背景と目的 

1-1 光通信の現状 

光通信は，ブロードバンドの拡がりとともに堅調な伸び

を示している．平成18年度3月末時点でのブロードバンド

サービス契約数は，DSL (Digital Subscriber Line) が1,452万に

対し，FTTH (Fiber To The Home) は，546万と500万契約を

突破している．平成18年1月～3月四半期の契約純増数では，

DSLの4万件に対し，FTTHは過去最高の82万件に達している． 

AVや家電業界でも，地上波デジタル放送の開始など，ハ

イクオリティな画像情報の伝達ニーズにより，光による機器

間のケーブル接続が普及し始めている． 

また，自動車業界でも車載機器の電子化やカーナビなど

AV機器の普及により情報伝達の高容量化，高レスポンス化，

軽量化に対応した車内通信手段として，欧州の自動車メー

カーを中心に採用されている． 

これらの市場のさらなる拡大には，ファイバ敷設コスト

や各機器の低価格化が不可欠とされている． 

1-2 光コネクタの構造 

光ファイバは，Fig.1の様に直径約125μmの石英ガラス線

であり，中心のコア部分より周囲のクラッドの方が光の屈折

率が若干高いために，光がコア内を全反射しながら外部に洩

れることなく伝搬される． 

 

 

Fig.1 Optical Fiber. 

光コネクタとは，この光ファイバ同士を簡易に連結－切

断させる光ネットワークの構築には欠かせないデバイスであ

り，光ファイバの直径10μm以下のコア部分を1μm以下の精

度で正対させるよう保持させ，連結－切断を行う． 

この1μm以下の精度で光ファイバを保持する円筒状の部

品がフェルールと言われる部品で，光コネクタのキー部品と

なる．実際のコネクティングは，Fig.2の様に光ファイバが

中心穴に接着固定されたフェルールを割スリーブを介して左

右に正対させる形で行われる．この時の光ファイバの中心ズ

レが光の伝達効率に直結する特性となるため，1μm以下の

精度が求められる． 

 

 

Fig.2 Optical Connecting. 

1-3 フェルールの要求精度 

フェルールは，コネクタに限らず光ファイバが連結され

る各部分で使用され，規格化されたものからカスタム形状ま

で存在するが，一般に最も普及している単芯用コネクタとし

てSC形光コネクタに使用されるフェルールを例に説明する．

Fig.3がSC形光コネクタに使用されるフェルールの概略形状

である． 

 

 

Fig.3 Ferrule cross-section. 

外径φ2.5mmの円筒部分の中心に，光ファイバを挿通し接

着固定するための直径φ0.125mm，長さ約8mmの貫通穴を有

する部品である． 

重要寸法部分に要求される精度は，Table 1の通りサブμm

オーダーの数値となっている． 
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Table 1 precision prescribed. 

項目

±0.0010

±0.0005

真円度

同軸度

0.0010以下

0.0014以下

要求精度(mm)

φ2.500

φ0.125

外径

ファイバ挿通穴

 

 

1-4 目的 

光機器に使用される部品は，フェルールに限らずその要

求精度から，複数の研削工程や半導体プロセスにて製造され

ている場合が多い．プラスチック化によるコストダウンが検

討されているが，熱硬化性樹脂材でのトランスファ成形など

が主であり，FTTH需要などの生産には適していない．今回

究極の低コスト生産方法として，SC形コネクタのフェルー

ルを熱可塑性樹脂材による射出成形にて要求精度の達成を

行ったので紹介する． 

 

 2．技術 

2-1 フェルールの製造工程とプラスチック化 

現在のフェルールは，Fig.4のようにセラミックス材によ

り製造されているキャピラリ部と金属のフランジ部の2体構

造となっているものが市場の大半を占めており，その加工は，

Fig.5に示す通り多くの工程にて製造されている． 

 

 

Fig.4 Ceramics-Ferrule. 

セラミックフェルール製造工程

セラミックス成形 焼成 内面研磨加工

外面研磨加工 フランジ取付 完成
 

Fig.5 Ceramics-Ferrule Productin Process. 

この様な加工方法では，部品の低価格化には限界があり，

より生産性の高い加工方法として，従来高精度な加工が困難

とされている，熱可塑性プラスチックの射出成形にて要求精

度を達成すべく，技術開発を行った．またプラスチック化の

際のフェルール形状としては，キャピラリとフランジを1対

化した，Fig.6のような形状にて取り組んだ． 

 

 

Fig.6 Plastics-Ferrule. 

2-2 プラスチックフェルールの成形金型 

成形加工のプロセスは，熱可塑性のプラスチック素材を

溶解し，金型内に充填－固化させる事により金型形状が素材

に転写される．まずは金型精度が高精度化の最大のポイント

となる．今回の金型では，パーティング面をセラミックフェ

ルールの場合のフランジ端面とし，精度が要求される外径部

とファイバ挿通穴をコア側に配置する構造とした．ファイバ

挿通穴となるφ0.126mmのコアピンは，φ2.5mmの外径とな

る円筒パーツの両端でピンキャッチャにて支える構造とした． 

フェルールで最も重要な精度である同軸度は，φ0.126mm

コアピンを支えるピンキャッチャーのパーツ精度でほぼ決定

される．ピンキャッチャーは，コアピンを支えるための穴を

有した部品であり，Fig.7図に示す固定支持となるピン

キャッチャーA側ではコアピンとのクリアランスは0.001～

0.002mm，可動支持となるピンキャッチャーB側で0.002～

0.003mmの穴径となっている．このパーツの加工は，創成放

電にて実施している． 

 

キャピラリ

フランジ 
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Fig.7 mold outline. 

2-3 プラスチックフェルールの成形加工 

フェルールの最も重要な特性は，光ファイバーの光軸を

一致させる同軸度精度にある．その測定方法は，Fig.8に示

すとおり，Vブロック上で外径を回転させて測定を行う方法

が規格上，慣例上でも採用されている．したがって，外径φ

2.5mm部分の真円度が同軸度に直結してしまう． 

 

 

Fig.8 measuring method. 

成形加工でのポイントは，この真円度をいかに押さえる

かとφ0.126mm×長さ8mmの貫通穴の形成にある． 

 

実際の成形では，プラスチック素材の充填口となるゲー

トをフランジ鍔部分に設置した．Fig.9にフランジ部に4箇所

と8箇所ゲートを設置し成形を行った場合の真円度データを

示す．輪郭データの凹部がゲート位置であり，4点ゲートの

場合は四角形状，8点ゲートの場合は八角形状となる． 

 

 

Fig.9 circularity-data1. 

プラスチック素材は，成形機のノズルから射出され金型

内のランナーと言われる流路を経て，ゲートから注入される．

真円度の改善は，この成形機ノズルとランナー形状の最適化

により実施した． 

その結果としてn=32個の真円度データをFig.10に示す．外

径φ2.5mm部分を0.5mm間隔で輪切り状に見た真円度データ

では，各部位ともにサブμmレベルに収まっている．また円

筒度も2.0μm以下となっている．円筒部全体の傾向としては，

円筒の中央部がくびれた，鼓状の形状となっている． 

素材に関しては，信頼性面から低熱膨張性にすぐれる，

液晶ポリマー（Thermotropic-Liquid-Crystal-Polyester:以下

4点ゲートの真円度：3μm   8点ゲートの真円度：2μm 

Fig.10 circularity- histogram. 
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LCP）をベースレジンとしたプラスチック素材を採用した． 

フェルールには，光ファイバの素材が低熱膨張性な素材

であることから，同様の特性が求められる．LCPは，低熱膨

張性と成形性にすぐれる剛直鎖の配向が特徴であるが，それ

ゆえに異方性も有している．更なる低熱膨張性と異方性への

対策として，今回の素材は，様々な形状の超微粒子を重量比

で50％以上添加した専用グレードを用いている． 

 

 3．成果 

3-1 最終結果 

前述の真円度の達成は，金型内へのプラスチック素材が

非常にバランス良く行われている証であり，その結果として

φ0.126mm×長さ8mmのコアピンが破損することなくファイ

バ挿通穴を形成（Fig.11）することができ，同時にFig.12に

示す同軸度精度を達成した． 

同軸度の測定は，Fig.8で示した方法で，45°毎に回転さ

せた穴中心の軌跡の外接円を同軸度としている．左図がファ

イバ挿通穴中心軌跡の散布図であり，右のグラフが軌跡から

算出した同軸度のヒストグラムとなる．サンプル数はn=100

で連続ショットでの成形品の測定結果である． 

 

 

Fig.11 molding sample. 

Fig.12 concentricity-data. 

同様に測定した従来のセラミックス－フェルールの同軸

度n=32個のデータもFig.13に示す．セラミック品は量産品の

サンプルを測定しており，量産工程で全数チェックされたサ

ンプル品であることを付記しておく． 

 

Fig.13 concentricity-data. 

最終的な達成精度をTable 2に示す．外径，ファイバ挿通

穴径ともに，同軸度と同様に連続100ショットのデータにて

要求精度を達成している． 

Table 2 precision attained. 

±0.0005 ±0.0010

AVE 0.00081

MAX 0.00121

MIN 0.00051

測定数 100

要求精度

20

孔径(mm)

φ0.125

0.1250

0.1252

0.1248

100

2.4995

2.5000

項目 同軸度(mm)

2.4989

外径(mm)

φ2.500 0.0014以下

 

 

 4．今後の展開 

熱可塑性プラスチックの射出成形においてもサブμレベ

ルの精度が達成できることを汎用コネクタのフェルールを例

に紹介したが，成形加工は，製品形状の自由度が高いのも特

徴の1つである，現在は，コネクタのみならず通信機器内の

部品などにも，本加工を展開中である． 

これは，FTTH向けトランシーバー内の光電変換部に用い

られる，光ファイバと受光素子，発光素子が位置決めされる

複雑形状の部品であり，半導体プロセスで製造される部品並

みの精度が求められている． 

また，シリコン基板上に形成された多芯の導波路の位置

決め部品などにも取り組んでいる． 

今後の光通信の普及には，高度化する機器を安価に提供



Ricoh Technical Report No.32 116 DECEMBER, 2006 

することが命題となっており，熱可塑性プラスチックの射出

成形は，このような市場で幅広く展開が可能と考えている． 

 

 5．謝辞 

最後に，本開発にご協力いただきました，素材メーカー

様や加工設備メーカー様をはじめとした関連する多くの方々

にご指導，ご支援を頂戴いたしましたことを心より感謝いた

します． 

 

参考文献 

1) 情報通信白書平成18年度版 総務省発行 

 




