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あ ら ま し

近年，サーバのデータ処理能力の向上，ブレードサーバなど一つの筐体へのサーバユ

ニット集約により，筐体内でやり取りするデータ量が増大している。また，信号の速度

も25 Gbpsへと高速化し，サーバの筐体内で接続する信号の容量が数十Tbpsへと増加し
ている。著者らは，波形劣化・干渉による制限がインタコネクト容量の拡大を妨げてい

た従来の電気配線での信号接続に代わり，高速・大容量・長い伝送距離という優れた特

徴を持つ光ファイバー伝送を適用することを提案している。サーバ内接続への適用に当

たっては，多チャネルの光信号伝送をサーバ内の限られた領域で行う必要があり，光部

品をコンパクトに収める技術，低コストで製造する技術が要求される。

本稿では，これらの要求を満たすため，低コスト・高密度化に即した光トランシーバー，

光コネクター，光ミッドプレーンの技術に関しての提案を行い，試作によってその効果

を実証した結果について述べる。

Abstract

In the near future, an improvement in the performance of and integration of servers 
(for example blade servers) will cause a data expansion in the places where data 
connection is required.  Furthermore, the transmission rate of data is growing 
to 25 Gbps.  These will increase interconnect bandwidth in servers to increase 
to the 10 Tbps order.  We propose data connection using optical fibers so as to avoid 
a limitation of bandwidth caused by a degradation of waveform and interference in 
copper wiring.  Optical fibers can be used to transmit data at high speed and they excel 
in terms of wiring density and transmission distance.  To apply such fibers to servers, 
many optical channels must be integrated in a limited space of a server chassis.  To do 
so requires low-cost and compact optical components.  In this paper, we propose optical 
technology (an optical transceiver module, optical connector and optical mid-plane) 
that makes it possible to have low-cost and high-density optical interconnects, and it 
describes a verification of their practical use in trial manufacturing.
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基板）を介して接続している。このミッドプレー
ンでは大量の信号が交換され，大容量の伝送能力
が要求される。CPUの入出力信号の帯域，信号の
接続先などの情報整理を行い，サーバ内光インタ
コネクトの構成（図-1），仕様，各光部品への要求
を明確にした。現状のブレードサーバの高速信号
インターフェースはCPUユニットからの10 Gbps
の入出力信号（Ether信号）をスイッチユニット経
由でマトリックス接続しており，これを25 Gbpsに
高速化した構成を検討した。また，外部との接続
を柔軟化するためのサーバユニットのPCI Express
の信号をPCIスイッチ経由で外部IOと接続する構
成や，大規模メモリユニットを準備し必要に応じ
てCPUユニットと接続する構成も検討した。今回
はこの接続を光化し，結果として1サーバユニット
から光信号入出力を約100レーン，1.3 Tbpsと，各
サーバユニット間を接続するファイバーを2000本
程度と見積もった。（1）

配線の光化のためには，CPU，LSIから出力され
る高速・高密度の電気信号を光化する小型の光トラ
ンシーバー，出力された光信号をほかのCPUユニッ
トと配線するための大容量光ミッドプレーンと，そ
の間を接続するための光コネクターが必要である。
上記仕様を基に，これらの要素技術の開発を行っ
た。これまでテレコム用途の光通信網で使用され
てきた技術をサーバ内部の光配線に適用するに当
たり，大幅な低価格化や高密度化が要求される。

光トランシーバー技術

現状の光トランシーバーは10GbE，Infi niBand 
FDR（Fourteen Data Rate）向けの10～ 14 Gbps

光トランシーバー技術

ま　え　が　き

近年，CPUの高性能化に伴い，サーバのデー
タ処理能力が著しく向上している。更にブレード
サーバなど，一つの筐体に多数のサーバユニット
を搭載して高性能化を図る集約型のサーバの発展
や，一つのCPUに多数のプロセスを集約させる
仮想化技術の進展により，筐体内でやり取りする
データ量が増大している。伝送技術の発展により
Ethernet，Infi niBandなどの伝送信号の速度も現
在の10 Gbpsから25 Gbps，40 Gbpsと高速化して
いる。以上の点から，サーバの筐体内で接続する
信号の容量が今後加速度的に増加し，著者らの見
積もりでは一つのサーバで数Tbpsの信号帯域が必
要となり，それらの信号を複数接続するインタコ
ネクトには合計で数十Tbpsの転送速度が要求され
る。従来，サーバ内の信号接続は電気配線が用い
られており，波形劣化や干渉による信号の高速化，
高密度化への制限がインタコネクト容量の拡大を
妨げていた。これに対する解決策として光ファイ
バー伝送を用いることを著者らは検討している。
光ファイバー伝送は，高速・大容量・長い伝送距
離という優れた特徴を持ち，25～ 40 Gbpsの高速
信号を高密度で伝送することが可能となる。数十
年前から長距離通信や加入者網などの領域で使わ
れている技術であり，最近ではサーバのラック間
接続にも使われ始めている。サーバ内接続への適
用に当たっては，非常に多チャネルの光信号伝送
をサーバ内の限られた実装空間で行う必要があり，
種々の光部品をコンパクトに収める技術，低コス
トで製造する技術が要求される。著者らは，将来
のサーバに必要となる技術を先行的に開発した。
本稿ではその技術について説明する。なお本稿
で説明する光コネクター，光ミッドプレーンは古
河電気工業（株）との共同研究の成果である。

サーバ用の光インタコネクト技術

光インタコネクトの構成・仕様を検討するに当
たり，まずブレードサーバ内部の信号接続の光化
を仮定した。ブレードサーバは多数の薄型サーバ
ユニットを一つの筐体に集約し，それらの間を高
速の信号で接続するものである。現状のものはユ
ニット間を電気のミッドプレーン（プリント配線

ま　え　が　き

サーバ用の光インタコネクト技術

図-1　サーバ内光インタコネクトの構成
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試作した光電変換部を両面に搭載した小型光トラ
ンシーバーを開発した｛図-2（b）｝。送受信それぞ
れ8チャネル搭載で，47.8 mm×16 mm×21.6 mm
の小型化を実現しており，プリント基板上のCPU
などのデバイス近傍に小面積で実装することが可
能となった。（4）測定した8チャネル全てにおいて，
25 Gbpsでの良好な伝送波形，エラーフリー動作を
確認した。（5）

光コネクター技術

ブレードサーバ内部の光インタコネクトでは，
任意のサーバ構成や容易なメンテナンスを実現す
るため各ブレードとミッドプレーンの光伝送路を
接続する着脱可能な光コネクターが必要である。
本用途における光コネクターへの要件としては，
低損失，高密度および低コストが挙げられる。特
にコストは光インタコネクト実現の最重要課題で
ある。通信分野で利用されている光ファイバー用
の標準多心コネクターでは，コストの観点からサー
バ内への適用は困難であり，従来に比べ1/10程度
のコストを目指す必要がある。
上記課題を解決するため，コストの大部分を占
める研磨工程の削減，多心光コネクターの心数の
拡大による部材コストの削減の取組みを行った。

光コネクター技術

の伝送速度を持つものであり，次世代向け100GbE，
Infi niBand EDR（Enhanced Data Rate）に期待
されている転送速度25 Gbpsを実現するためには光
トランシーバーそのものの速度向上が課題である。
25 Gbpsの伝送のためには，光素子，駆動回路の高
速化とともに，CPUから光トランシーバーまでの
電気配線の距離を短縮し，配線損失や配線間干渉
による電気信号の品質劣化を避けることも必須で
あり，大幅に小型化するための技術開発が必要で
あった。今回，これらの課題解決とともに低コス
ト化のため，電気（光）信号を光デバイスにより
光（電気）信号に変換する光電変換部およびこれ
を搭載する光トランシーバーを開発した。
（1） 高速回路技術
低コスト化のためには，安価な光デバイスを用
いることになるが，応答性能が劣るため，光デバ
イスを駆動するためのIC回路に発光した光信号波
形の立上がり・立下りを急峻にする回路技術（2）と，
電気信号の波形を劣化させる多重反射を抑制する
回路技術（3）を搭載することで高速化を実現した。
これにより，1チャネルあたりの転送速度を，従来
の10～ 14 Gbpsから25 Gbpsまで高速化した。
（2） 小型光結合技術
従来，光電変換部と光ファイバーとの間で光信
号を効率良く伝達（光結合）するために，レンズ
部品を用いた光結合部が使われているが，レンズ
部品のサイズが大きく，コストが高いことが課題
となっていた。今回，フレキシブル基板（FPC）
に光デバイス，ICを実装して光電変換部を構成す
ることで光トランシーバーの小型化を図った。更
に安価なフィルム状のレンズシートを開発し，フ
レキシブル基板の裏面に積層する構造にすること
で，本課題を解決した。（4）

（3） 光トランシーバー小型化技術
ボード上に搭載されたカードエッジコネクター
に上記の光電変換部を両面に搭載する基板が垂直
に挿入される構造とすることで小型化を実現した。
本技術を用いて4チャネル×25 Gbpsの光電変
換部を試作した｛図-2（a）｝。22 mm×9 mm×
0.86 mm（搭載電子部品，光導波路を含む）のサ
イズで，従来のレンズ部品を搭載した光電変換部
に比べ，レンズ部で1/10以下，光電変換部で1/3以
下の薄型化を実現した。またこの薄さを生かして，

図-2　ブレードサーバ内部の光インタコネクト向け
小型光トランシーバー
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多心の光コネクターは標準多心MT（Mechanical 
Transfer）フェルール（6）をベースとした96心同時接
続可能な小型4連ハウジングを持つ光コネクターを
新規に開発した。（7）開発した光コネクターの構造図お
よび外観写真を図-3に示す。ハウジングは4フェルー
ルを収容する2×2配列の4連とした。標準のMPO
（Multiple-Fibre Push-On）コネクター（8）のハウジ
ングを用いた構成に比べて1フェルールあたりの
フットプリント（設置面積）を約1/3に低減できる。
光コネクターのオス構造とメス構造を接合する
ための機構部品数をほぼ半減することで高密度化
を行いつつ低コスト化を可能とした。24心MTフェ
ルールを用いて，カットしたミッドプレーン上の
ファイバシート先端を高精度に実装することで，
製造コストの最大要因である端面研磨工程を省略
した。これにより接続損失の許容値を満たしなが
らコネクターの低コスト化に成功した。

光ミッドプレーン技術

本稿で議論の光インタコネクトでは，光ミッド
プレーンには1500～ 2000本の光配線を行うこと
が要求される。多数の光ファイバーを効率良く配

光ミッドプレーン技術

線するレイアウト技術，光ファイバーを高密度に
集積化する技術，光トランシーバー搭載のサーバ
ブレードと光ミッドプレーンの間で多数の光信号
を一括接続するための多心光コネクターの技術が
必要となる。光ファイバーのレイアウトはそれぞ
れの配線に応じて配線長が最短となる経路を選択
し，最適のファイバーレイアウトとし，細径・高
屈曲の光ファイバー（6）を適用して光ファイバーを
高密度に収容し，配線容量を通常のブレードサー
バの数百本から2000本に増大させた。多心光コネ
クターは前述の多レーン化技術により高密度化し
た光コネクターを採用し，従来の高速電気コネク
ターの約8倍の密度での光接続を実現した。コネ
クターハウジングはミッドプレーン上での位置フ
ローティング機構を有したものとし，ブレード挿
抜時に電気コネクターとの同時嵌

かん

合を可能とした。
この構造とすることで光ファイバーの部分も簡易
に接続でき，作業の効率化を図ることができる。

光を用いたサーバの検証

以上，開発した技術を用いて各要素デバイスの
試作を行い，それらを組み合わせた疑似サーバで
特性の検証を行った。試作した光ミッドプレーン
を図-4（a）に，また，それを用いた疑似サーバ
を図-4（b）に示す。約2000本の光ファイバーを
コンパクトに収納可能なことを確認した。開発し
た光コネクターでの損失は平均損失0.29 dB，最大
損失0.79 dBと目標を達成しており，伝送路ロスバ
ジェットを満足することを確認した。ブレード挿
抜時の電気コネクターと光コネクターの同時嵌合
の挿抜も可能であることを確認した。
高速信号伝送の検証は25 Gbps動作の光トラン
シーバーを搭載した疑似サーバブレードからの出
力光信号を光ミッドプレーン経由で別のシステム
ボードに搭載した光トランシーバモジュールと接
続し，エラーフリーの伝送を検証した｛図-4（c）｝。
1本あたり25 Gbpsの光伝送と2000本収納により，
合計50 Tbpsの性能が出ることを検証した。本技術
により，2000本の光ファイバーをコンパクトに収
納し，従来の電気配線に比べて10倍の50 Tbpsの帯
域を持つサーバ内光インタコネクトの実現が可能
となる。これにより，次世代サーバ内での信号接
続を高速化することができる。

光を用いたサーバの検証

図-3　開発した光コネクター
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む　　す　　び

本稿では，次世代サーバ内の信号接続を大容量
化するための光インタコネクト技術について述べ
た。低コスト・高密度化に即した光トランシーバー，
光コネクター，光ミッドプレーンの技術に関して
の提案を行い，試作によってその効果を実証した。
今後は開発した成果の製品化展開を狙い，信頼
性，製造性の向上に取り組んでいく。
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図-4　光を用いたサーバの試作結果
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