
【本開発事業の背景と目的】

データセンタ内情報処理量増大による高速化、省電力化の要求によりサーバ内に光回路が実装される取り組みが進められている。
本研究開発では光配線の更なる小型化、高密度化を目指す。

令和２年度 戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業）

採択テーマ データセンタボード内光配線用異径ダブル・マルチコア光ファイバの製造技術の研究開発

【事業管理機関】 特定非営利活動法人ホトニクスワールドコンソーシアム

【研究実施機関】 フォトニックサイエンステクノロジ株式会社

公立千歳科学技術大学

【データセンタ内光回路実装の現状】
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【事業管理機関・研究実施機関】

従来技術 新技術

課題
・光ファイバの直径が125㎛のため、回路最小ピッチが125㎛（回路の大型化）
・光回路間を接続する光ファイバ本数多い（高コスト）
・回路面積が大きいため、温調面積が大きい（高消費電力）
→ 例）thermal optic switch

特徴
・125㎛光ファイバ直径の中に複数本のコアを配置
→コア間ピッチが30～50㎛のため、回路ピッチを小さくできる（小型化：1/16）
・光回路間の接続ファイバ削減（低コスト化：1/8）
・回路面積小さく、シリコン材料は熱伝導率が良いため温調容易（省電力化：1/10）
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本事業で開発する高密度光配線用光ファイバ

①ダブル・マルチコア光ファイバ（DMCF）の製造技術開発

②DMCFのコーティング技術の開発

③DMCFによる光コネクタとSi光回路との低結合損失技術の開発

【研究開発の内容】

本研究では異径ダブル・マルチコア光ファイバの設計・作製を
行いSi光回路との最適接続技術を開発する
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Silicon photonics circuit

New technology

【Feature】

①Multiple cores are placed in the diameter of 125㎛ optical fiber.
→The circuit pitch can be reduced  because the pitch between cores is 
    30 to 50 ㎛.(Miniaturization：1/16) 
②Reduction of connection between fiber to silicon photonics circuits.
   (Low cost ：1/8)
③Temperature control is easy, because the silicon material has good 
    thermal conductivity.(Power saving : 1/10) 
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【Issue】
①The minimum circuit pitch is 125㎛, because the diameter of the 
   optical fiber is 125㎛. (Larger circuit)
②Many optical fibers to connect. (High cost)
③Due to the large circuit area, the temperature control area is large. 
   (High power consumption)

Double Multi-Core optical Fiber

Core（Multi-Core）

Double Multi-Core optical
Fiber cross section

NPO Photonics World Consortium (PWC)
Photonic Science Technology, Inc. Chitose Institute of  Science & Technology

y, 

Fiber with different diameters for optical wiring in data center boards
【 Background and purpose 】

Efforts are underway to implement optical circuits in servers in response to demands for higher speeds and power savings due to an increase  
in the amount of information processing in the data center.
In this research and development, our purpose is to reduce the size and density of optical wiring.

In this research, we design and manufacture different diameter Double 

① Research and development of Manufacturing technology for

② Research and development of coating technology for DMCF

③ Low-loss connection technology between DMCF to silicon photonics circuits
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【 The current status of optical circuit mounting in data centers 】
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Research and development of manufacturing technology for Double Multi-Core optical 

【 Contents of research and development 】

Multi-Core optical Fibers and develop the optimum connection technology 
with Si photonics circuits.

Double Multi-Core optical Fiber (DMCF)

Double Multi-Core optical Fiber (DMCF)
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