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はじめに
ハイテク時代，先端技術時代，新産業革命時代などと名付けられる今日，技術革新の高度化，高速
化は一一

paH強まり，企業も適応，変身，蜆変が求められ，最大の課題となってきている。（藤芳，1978）

重厚長大産業の低迷，後退は現実のものとなり，軽薄短小産業への転換が展開されている。従って企
業の経営戦略問題がクロ・一一一ズアップされ，しかも技術，研究開発戦略，そして新事業開発戦略の統合

が希求されて来ている。それは産業を超えた異業種の企業間競争を高めるばかりでなく，日本企業の
技術水準の向上に伴ない国際競争を一一ma激しいものにしている。また同時に企業間協力，国際技術協
力なども活発化させている。

本研究はこうしたハイテク時代の中での新製品開発が具体的にどのように展開され，何が新製品開
発の成功要因となるのかを実証的に明らかにすることを目的としている。研究対象として「光ファイ
バー」の研究開発を選定した。それは通信事業を大転換する基礎的技術製品であること，国際研究開

発競争化にあること，その研究開発のプロセスでNTT（当時は日本電信電話公社であったがここで
は現在のNTTを使用する），住友電気工業，藤倉電線，古河電気工業（本論では資料などの制約上
☆1本学経営学部教授

☆2本学経営学部助教授
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割愛した）の共同研究が行なわれたこと，すでに研究開発着手後20年近くが経過し，長期的，客観的
に理解が可能なこと，研究開発成果は世界をリードする地位にあり，成功であったと評価されている
ことなどの理由による。すなわち典型的な先端技術的製品であり，国際競争商品であり，共同研究開
発製品という今日の研究開発を考える上で最も重視しなければならない要素が内包された製品である
からである。

研究は文献調査とインタビュー調査を中心に1985年4月から1987年3月に渡って明治大学社会科学
研究所の共同研究として行なわれた。

本論文は第1章で結論的に研究結果のポイントを整理，要約している。第2章では光ファイバーの
技術概要，世界的な研究開発推移を検討し，っついてNTT，住友電工，藤倉電線における光ファイ
バー研究開発動向と成功要因を考察する。

第3章ではNTTを中心とする共同研究開発の経緯と成功要因を検討する。そして最後の第4章で
補論的に光ファイバー業界の動向を検討したい。

第一章

製品開発戦略と光ファイバー

1．光ファイバーのイノベーションプロセス
イノベーションへの注目はSchumpeter（1939）の「創造的破壊」（creative

destruction）に端を発

し，今日まで様々な研究がっつけられて来ている。特に最近では技術イノベーションへの関心が高ま

り，経営戦略に技術変数の導入が進められ，経営戦略におけるR＆D戦略のウエイトが急速に増大し
ている。とりわけ脱成熱化をいかに展開するかは最大の経営課題となってきている。

脱成熟化に焦点をあてたAbernathy等（1933）の研究は我が国でも大きな注目を集めてきた。
Abernathy等は「急激なイノベーションは，既存の生産様式を無用にしたり消費者のし好とデザイン
・コンセプトの現在の関係を破壊することにより，成熟産業の競争条件を変えてしまう」（Abernathy，

1983／1911）事を重視し，イノペーションの市場と製造システムに対する影響度を特に問題とし，図表

一1のようなイノベーションの段階をモデル化している。
第一段階は建築的イノベーションであり，科学や技術の発展に大きく関連し，新しいデザイン・コ
ンセプトにより，新たな生産システムや市場を創設する。消費者のニーズは確立されているわけでは
なく，消費者，メーカーが試行錯誤繰り返し製品の構造がほぼ決定される建築的段階である。

第二段階は製品と製造工程の精ち化，拡充が累積的になされる追加的イノベーションであり通常段
階と名付けられる。

第三段階は新たな市場を獲得するための既存技術の再編成による市場創出イノベーションである。
新たな市場に適応するための生産プロセス微調整段階である。
第四段階は製品コンセプトを転換し，新たな技術を適用する革命的イノベーションである。

光ファイバーの開発は我が国では主に電線メーカーが行なっている。住友電気工業，藤倉電線，古
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河電気工業などがその代表メーカ・一一である。その我が国の電線業界は「万年不況」といわれるように

長期的，構造的不況を過去から続けており，不況カルテルを形成している状況にある（田中，1985，

谷，1986）。その意味では1885年（明治18年）に藤倉電線が電線製造を開始して以来の成熟期を迎え
ている電線メーカーにとって，光ファイバーの開発は脱成熟化をはかる革命的イノベーションと考え
る事が出来る。しかし光ファイバーは光通信をレーザー光線とともに支える基幹的技術，製品であ
り，コミュニケーション方式，媒体の大転換をもたらすものである。すなわち市場にも大変化をもた
らし，生産システムも全く異質なものへの変革を要請するものである。先のAbemathyの分類で言え
ば建築的イノベーションに該当する革新と言えよう。

電線業界にとって光ファイバーは従来の通信用ケーブルを代替するばかりでなく，新たな市場を創
造するだけに今後の企業のサバイバルを左右する製品，事業だけに総力を上げてそのイノベーション
に取り組んでいると理解されうるのである。

さて建築的イノベーションあるいは，その段階での製品開発プロセスをより具体的に検討すること
にしたい。一般に製品開発プロセスはPPP（Phased

れるどいわれている。図表1−2はC．M．
つの代表的なモデルである（Crawford

Program

Plarining）の開発システムによってなさ

Crawfordの新製品開発プロセスモデルであり，

PPPの一

1983）。しかしこうした定式化されたイノベーションプロセス

は市場創出イノベーションにより適合的である。建築的イノベーションの製品開発プロセスはよリイ
ンクリメンタルなものであり，試行錯誤的なものである。竹内＆野中（1989）は日本企業の製品開発
プロセスの研究から米国企業のPPPにたいし，よりルーズなフェーズ・マネジメントであり，「多階
層レベルの学習」，多機能間の「幅のある学習」過程であることを示し，PPPとはことなる製品開発
プロセスを提示している。また田中（1986）は技術の難易度と市場の不透明性の関連で新製品開発を
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類型化しPPPが適合する定式型イノベーションとは異なる誘発型及び創発型イノベーションの特質
を考察している。

光ファイバーの製品開発は建築的イノベーションであり，その開発プロセスは図表1−3のように
描くことが出来る。

（1）理論コンセプト・ジェネレーション
中原（1986）は光ファイバーの発展史を予言時代（1936〜），可能性探索時代（1969〜），実証時代
（1974〜），実用時代（1978〜），量産化時代（1980〜）に区分している。この予言時代がまさにこの理
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建築的イノベーションのプロセス

←

理論コンセプトジュネレーション

／

製品ジュネレーション

ブレーク・スルーイノベーション

論コンセプト・ジェネレーションに対応しよう。このフェーズはいわゆる発明の段階であり光信号を
どのように伝送するかの理論化であり，電電公社の関，根岸氏によって金属管の内面を銀メッキした
り，水晶棒による光通信導管のコンセプトが提示され特許出願が1936年になされた（小林1987）。そ

の後1965年に東北大学の西沢教授によってグレーテッド型（ガラスの中心から周辺に光の屈折率を変
化させることによって光の伝送を可能にする）の光ファイバーが提案され，翌1966年にイギリスのカ
オ博士が石英ガラスで光通信の可能性を示唆した。米国のベル研究所ではガラスレンズ系の伝送を研
究するなど，さまざまなコンセプト間の競合の中から最も核となる理論的コンセプトがほぼ固まり構
築される事になる。しかしこのフェー・−Lズはその理論コンセプトが革新的で有れば有るほど，なかなか

理解，協力が得られず研究者とその周辺の者の孤独な戦いが続く段階である。当時の光ファイバーに
っいての一般の認識を西沢教授は次のように紹介している。「あんたがたは何という馬鹿なことをい
う。30センチのガラス板を通して向こう側を見たことがありますか。真っ暗で何も見えませんよ。そ
んなものを通して通信しようなんて……」（西沢1985）。

（2）製品ジェネレーション

理論コンセプトにもとついて様々な実験が続けられた。1969年には世界に先駆けて日本板硝子と日

本電気によるタリウムをコァにした多成分石英系光ファイバーが試作された。その損失特性は80dB
であった。1970年には米国Corning

Glass

Works社によるチタニアをコアにした石英系光ファイバ

ーが作製，発表された。その損失特性が20dBという脅威的な数字を示し世界に大きな反響を呼び，
光ファイバーの研究に拍車を駆けるきっかけとなった。

1974年には米国ATT社のBell

Telephonが1．1dBの高性能ファイバーを発表した。その製法は

MCVD法（内づけ法）とよばれる石英管の内側に石英ガラスを蒸着させる独特なものであった。さ
らに同年住友電工がシリコン樹脂を被覆焼き付けし，そのうえにナイロン樹脂を被覆するタンデムダ
ブルコート法とよぶ被覆法を開発した。これによって曲げても折れず，引っ張りにも強いファイバー
が誕生することとなった。

こうした理論アプリケーションの成功は1976年に東京電力による世界最初の実用規模実験，ATT
による実験を成功させた。そして1978年Disney

WQrld，奈良県生駒市のCATVで光ファイバーは商

品化，実用化されたのである。
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（3）ブレークスルー・イノベーション

こうした実用化の裏で，より量産化が可能で，低コスト，低損失，高強度の光ファイバー製造法の

開発が進められた。我が国では1975年にNTT，住友電工，藤倉電線，古河電工による言わば競争関
係にある企業がユーザーであるNTTを中心に協調し，共同研究チームを発足させたのである。量産
化を基礎に独自な製品，製法を開発するという目的で展開されるが，その成果は2年後にVAD法（気
相軸づけ法）として発表され，1980年に0．2dBという世界最高水準のファイバーの生産に成功した。

VAD法はその性能，価格，量産面でも優れており，1984年にはこの光ファイバーにより日本縦貫光
ケーブルネットワークを完成させたのである。VAD法による光ファイバーは，我が国企業の協調に
もとつくブレークスルーのイノベーションであり，デザイン・コンセプトの成立でもある。

デザイン・コンセプトは「製品の基本をなす機能上の要件や対市場適性などを考慮したテクノロジ
ィー選択の考えかた」といえよう。従ってデザイン・コンセプトには中核をなす「コァ・コンセプト」
（Abernathy1983）があり，その選択は「技術開発の筋道を確定し」（CEark

1986），階層をなしている

副次的コンセプトをも選択することになる。従って我が国企業の光ファイバーのその後の開発はこの
デザイン・コンセプトに基づいて展開されてきている。

2．新製品開発の成功要因：三社の光ファイバー開発の考察
光ファイバーの開発は今まで考察してきたようなステップを経ているが，理論コンセプトジェネレ
ーション段階，製品ジェネレーション段階の初期においては他国に先行していたが，1970年代には米
国に大きく水を空けられた。しかし1970年代後半からの共同研究などを通じ1980年代には再び他国を
リードするに至っている。1986年のFortune誌の評価によればオプトエレクトロニクス全体の評価で
日本9．5に対し米国7．8，欧州5．7と世界No．1の地位に立っている。こうした評価から考えれば日
本の各社の光ファイバー開発は成功したと考えることができる。そこで，ここでは三社の文献，hイン
タビュー調査からその開発の成功要因を抽出し，検討することにしたい。ここでは要約的に提示し，
詳細は第3章で検討する。
（1）明確な開発目標

．

1960年代までの理論コンセプト・ジェネレーション段階までは海のものとも山のものともわかちな
い光ファイバーの研究は一部の研究者のみが注目し，研究所や企業の中で細々と研究を進めてきた。

しかし1970年のCorning社の20

d

Bのファイバーの発明，そして光通信のもうひとつの重要技術で

ある半導体レーザー発振器の発明がBell研によってなされ，急展開することになった。これを期に
各社も研究者を投入，プロジェクト・チームを編成して集中的な研究を進めることとなった。

開発目標はこのCorning社の低損失ファイバーであり，それは1974年にはBel1研のMCVD法に
よる1．1dBとなるが，先行する両社で開発したファイバーを自主開発するというものである。追随
者として追い付き，追い越す明確な目標が存在していた。我が国の多くの新製品開発がそうであった
ように，光ファイバーにおいても明確な目標が存在していたのである。従って研究の方向を迷う事な
一
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く設定できたのである。
（3｝強烈な使命感の存在と研究エネルギP−一の蓄積

光ファイバーは従来の通信ケーブルの代替製品であり，その開発は電線メーカーの社運を左右する
大問題である。しかも電線事業は不況にあえぎ，その将来性にも大きな不安が存在する情況にあった。

またNTTにとっては光ファイバーによる光通信の早期実現は将来の通信事業の根幹であり，情報
化社会の中での中心技術であり，その開発は国際競争下における国家的プロジェクトであった。いわ
ば国運を左右する大テーマであった。

こうした背景の中での開発メンバーはそれぞれ社運，国運を懸けての研究であり，強烈な使命感が
醸成され，研究への高いモチベーションが維持されたのである。

また電線メーカーは光ファイバー研究に多くの人材を投入したが，それ以前はミリ波導波管の研究
を展開しており，その研究に行き詰まつていたのである。その行き詰まりを打開する方向を探ってい
る状況に，光ファイバーのテーマが生じてきたわけであり，蓄積されてきたエネルギーが一気に光フ
ァイバー開発に向かったのである。ミリ波導波管の行き詰まりによる研究エネルギーの蓄積は，光フ
ァイバー開発成功の一因といえる。

㈲

原点回帰の研究プロセス

米国のCorning社はガラスメーカーであり，我が国の電線メーカーが全く異なる石英系の光ファイ
バーを研究開発することに大きな違和感，疑問を持ったと言われている。その疑問のとうり電線メー
カーでの研究はガラスの原点から研究することになった。またその研究チームのメンバーには新入社

員が多く投入され，素人による原点から研究が低損失ファイバーへの挑戦，VAD法等の新たな製法
を開発する要因になったのである。

日本企業の消費者，市場からの製品開発，素人の素杯な疑問，既成の枠を打破する研究開発の方向
が光ファイバーの開発ケースでも見られる。

（4）模倣と独自開発の並行研究

Corning社をターゲットとする研究は当然その製法の追試という模倣による研究開発が第一の課題
となる。しかし，その方法の欠陥であるファイバー母材の製作の時間と大きさの限界を超越するため
の独自の方法開発にも挑戦した。それは量産化とコスト削減と言う実用化には最も重要な問題であ
り，製品の競争力を左右する点である。

追試と独自開発の過程で獲得される技術，情報がシナジー効果を産む事になる。従ってBell研究の

MCVD法でも0．2dBの低損失化を実現し，独自のVADでも極限値に近い値を達成したのである。
㈲

競争・協調的共同研究

NTTと電線メーカー3社による共同研究は光ファイバーのコ．一ザーであるNTTのリーダーシッ
プによる研究である。即ち開発製品の調達を前提とした共同研究である。

その研究は各社の研究者が組織的に共同して研究するものではない。各社独自に実験，研究を進
め，その成果データーを定期的に持ち寄り情報交換するというものである。従って各社は情報を部分
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的に共有する協調関係を持ちながら，いかに他社より優れた実験データを示すか，すなわち開発競争
を展開したのである。こうしたルースな形式の共同研究が協調と競争を見事に両立させる共同研究と
なり成果を収めたと言えよう。

2．

ユーザー主導シンジケート型共同研究

技術開発リスク，コストの高まり，そして企業間，国際間競争の激化，更には技術の高度化，複合
化は研究開発における共同開発における共同研究方式の拡大化傾向を高めてきている。すでに見たよ
うに光ファイバーの開発においても共同研究方式が採用され，それが大きな成果に結び付いたと考え
られてきている。

ここでは光ファイバーの共同研究開発に関して若干の要約をしておきたい。
（1）共同研究開発の選択要因

共同研究開発方式を何故選択するかはざまざま要因が作用していることは言うまでもない。「共同
研究開発は，技術情報に関する市場の失敗を組織的に解決する方策として理解できる」といわれてい
る。すなわち技術情報が持つ消費の非排除性，外部性のために単独開発による成果の占有性，収益性
が極めて低くなるためにグループ化によってリスク，コストそして成果を共有することによって研究
開発を促進するものである。若杉等（1985）は共同研究開発の経済的意義として技術情報の共有，技
術移転の迅速化，研究開発資源の社会的効率性などを指摘している。

しかし企業レベルでの技術開発戦略を考えれば共同研究のウエイトが高まっているものの，総ての
テーマを共同研究開発で行なうわけではなく，依然として独自開発が主流を占めている。そうした中
でなぜ光ファイバーの研究開発が共同研究開発方式が採用したかが問題となる。

1960年代後半から研究に着手した各企業は1970年のComing社の20

dbファイバーの発表は「黒船

襲来」と言われるほどのショックを与え，その研究を加速化，大規模化したことは既に述べたとうり
である。その後5年間は独自開発を展開したが，1974年にはBell研が1．1dBファイバーを発表し，
技術的遅れは圧倒的であることが明らかにされたのである。しかも光ファイバーは電線各社にとって

も，NTTにとっても，通信事業という中心的事業の大転換をもたらす技術となる。事業への大きな
インパクトを持つテーマに他ならない。そして各社は1975年っいに共同研究開発に踏み切ったのであ
る。

このケースから見れば研究開発方式は図表1−−4のように区分できよう。すなわち研究開発パター
図表1−4
研
事究

研究開発の類型

ンを決定する第一の要因は自社技術の優位性である・勿論そ

技術の優位性
大
小

れは国内のみならず，国際的比較に立脚するものである。そ
してもう一つの軸は研究テーマの事業への影響度（インパク

誉ひ独立礁発共同研究開発，）であ。．光。。イバーはまさに国際的嚇の優位性が
度

嶽小情轍流技騨入低下し，すなわち技術の劣勢醐らかに紘しかもその開
発はその後の事業に大きなインパクトをもたらすために，共
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同研究開発方式を採用したのである。

従って一般化を試みれば技術的優位性が低く，事業へのインパクトも低ければ技術導入方式を採用
する傾向を強く持とう。技術的優位性が高く，事業への影響度が高いテーマは独自開発，インパクト
が低ければ情報交流方式が採用されよう。

②

共同研究開発の諸類型

共同研究開発は六波羅（1985）によれば，1．鉱工業技術組合法に基づく技術研究組合，2．参加者間
での契約による共同研究開発，3．共同出費による別会社に区分されている。中でも技術研究組合によ

る共同研究開発は世界的な技術開発競争の中での関心が高まり，幾っかの研究が発表されている。六
波羅（1985），若杉＆後藤（1985），榊原（1981，1986），大滝（1983）などはその代表的なものであ
り，先端技術関連の技術研究組合の研究を中心に進められてきてk・る。

また小林（1975）は共同研究開発の作業方式に着目し，4類型を提示している。1．段階別分業方式
（技術開発の発展段階に応じて官民等様々な研究主体が分担する）2。作業共同方式（複数の研究主体

が同時に共同する）3．研究成果総合方式（1社が他の参加研究主体の成果を選択，統合して共同研究
成果を結実させる）4．委託研究方式（他の研究主体に研究を委託し研究費を負担する）というもので
ある。

さらに重要な視点はメーカー主導の共同研究開発か，ユーザー主導であるかの問題である。光ファ

イバーの共同研究開発はNTTが調達を前提としたいわゆるユーザー主導の共同研究開発である。そ
L
して，六波羅の組織の形態による区分では契約にもとつくものに該当する。この二次元で光ファイバ
ーの共同研究開発を位置付けると図表1−5のようにポジショニング出来る。この図式は組織化のあ
り方による共同研究開発の区分と言うよう。

図表1−5

共同研究開発の類型

リジットな組織化

ユーザー主導

Wョイント型

Wョイント型

メーカー主導

ユーザー主導

Vンジケート型

Vンジケート型

一導

ユ「

ザ主

︸導

力主

メ

一

メーカー主導

ルースな組織化
光ファイバーの共同研究は契約に基づきリジッ トな共同研究開発組織を編成するのではなく，定期

的な情報交換会議を中心とする組織化である。共同の研究テーマ，研究期間を定め，情報交換を中心
に協調を図り，情報共有化を進める。しかし資金，設備，人材などは共有する事なく独自に投入しな
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がら研究成果を競争する形式をとる。従って先に見た作業方式としては研究成果総合方式となる。

NTTが参加した3社の成果を集積，統合していくのである。この類型はユーザー主事シンジケート
方式となづけられよう。

また1980年に設立された光応用システム技術究組合は現在注目されている共同研究開発組合であ
り，資金，人材も共有し，リジットな独立組織を設立する組織化方式であり，メーカー主導ジョイン
ト方式となづけられよう。

光ファイバーの研究開発がユーザー主導シンジケート方式で成功した要因は幾っかの点が指摘でき

よう。NTTという市場をリードするユーザーが主導権を取ったこと，シンジケート方式という協調
と競争関係を併存させる事が参加企業の相互学習を促進じ技術水準を高め，また競争関係が研究開発
スピードと成果を高めたといえよう。しかもその協調・競争関係は国際競争の中で外国企業に「追い
つき，追い越せ」そして海外企業の特許を突破する「独自開発」をめざす目標が共有化されていた点
が何よりも大きな基盤になっていたことが指摘出来る。さらには研究開発の初期は独自に展開し，ブ
レーク・スルーの段階に共同研究開発を開始したので，その点もシンジケート方式が適合した一因で
あろう。

こうした諸共同研究開発類型に適合する研究テーマ，時期など条件研究は重要であり，詳細な研究
は今後にゆづりたい。
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第2章

光ファイバーと各社の研究開発

光ファイバーを用いた光通信は，現在最も注目をあびている最先端技術の一つであり，この分野で
は，アメリカを抜いて日本がトップを走っている。しかし，光ファイバーの事業化にあたっては技術
の不確実性が高いゆえに多くの困難に直面し，それを乗り越えて初めて成功しうるものであった。

日本はこれまで，どちらかというと機能分野別（特に生産とマーケティング）で競争優位を形成
し，それを事業戦略／競争戦略でその優位性を．発揮し，国際的競争力を培ってきたといえる。しかし

ながら，今や企業を取り巻く環境の構造的変化の中で，企業はいかに新規事業分野に進出していくか
が大きな課題となっている。そこで本章では，まず，光ファイバーとはどのようなものであるのかを
明らかにし，そのうえで，光ファイバー製品開発の事例研究を通じて，その成功要因を探りたい。

1．

光通信の発展史

「光は一秒間に地球を7周半する。」この光を通信に用いたのは，近年のことではない。のろしや
灯火の使用という古代まで遡ることができよう。また現在でも灯台などが光通信の一種として用いら
れている。

しかしながら，電気通信の急速な発展・普及により，伝統的な光通信は，第二義以下のものとなっ
ている。1835年，モールスによる電信の発明に始まり，1876年のベルによる電話の発明，1896年のマ
ルコー二による無線電信の発明を画期的な出来事として，電気通信技術が発達し，電気信号が通信の
中核的な位置を占めてきた。

ところが，』今後の情報化社会，ハイテク社会の通信の担い手として，再び光通信がクローズアップ

されてきている。そこでの中核的技術が，光を伝送する管である光ファイバーである。現在の光通信
システムとは，基本的には，電気信号に応じて点滅する光を発信する光送信機と，その光を送る光フ
ァイバー・ケーブル，その光を受信し，光信号を電気信号にもどす光受信機から構成される（図表2
−1）。したがって，光通信システムは，レーザー技術・エレクトロニクス技術とファイバーの材料
技術が融合してなりたっている。レーザーとは，Light

Amplication

by

Stimulated

Emission

of

Radi・

ation（放射誘導放出による光の増幅）の頭文字（LASER）をとった合成語であり，光通信の際の発信
光源として重要な位置をしめている。本稿は，光ファイバーの事業化プロセスの研究であり，ここで
は簡単な説明にとどめることにするがq），レーザー光を用いることによって，光を遠方まで届けるこ

とが可能になるのである。レーザーからの光は，細いビームに絞って遠方まで効率よく送ることがで
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図表2−1

光通信のしくみ

光受信機

光送信機
光ファイバー
ケープル

／

光コネクター
光コネクター

出所）宮崎正弘r住友電工企業内ベンチャー』p．8

きる。「レーザー光を空間に放った場合，たとえば，100キロメートル走って，直径2メートルほどの
広がりに絞ることも，理論上は可能である」（大越孝敬：1986）。このことは，レーザー光が，①単一

波長であること，②波形（位相）がそろっていること，③太陽光線より百万倍以上強力な光線を出す
ことによってもたらされる。
最初にレーザー光の発振に成功したのが，1961年，RCAのメイマンによるルビーレー・一一ザーであり，

さらに翌年MITのジャパンがヘリウムネオンレーザーの発振に成功した。1970年代には，実用的な
半導体レーザーが開発され，現在の主流になっている。この半導体レーザーのアイディアは，後に光
ファイバーの開発にも登場してくる東北大学の西沢潤一教授が1957年に特許出願した半導体レーザー
に始まる。1958年にはフランスで，翌59年には，ソ連でも研究が開始されている。しかし，これらの
半導体レーザーは極低温下でないと連続発振せず，現在のような常温で連続発振する半導体レーザー
は，1970年，ベル研究所に所属していた林厳雄博士（現光技術共同研究所主任特別研究員）らによる
ダブルヘテロ構造という半導体レーザーの開発まで待たねばならなかったのである。

このような光発信源としてのレーザーの発達があり，光通信の可能性が開けてきたのであるが，し
かし，それが実現するには，光ファイバーというもうひとっのイノベーションが必要であった。
さて，ここで光ファイバーの話に戻るが，光ファイバーの材料としては，①石英系（合成石英），

②耐熱性高分子系（メチル・メタアクリレート樹脂等），③多成分ガラス系（二酸化ケイ素・アルミ
ナ，酸化ナトリウムなどからなる）の3種がある。しかし，光損失の優位性から，通信用（特に長距
離用）には石英系ファイバーが主流である。

このような光ファイバーを用いた光通信が，従来の電気通信に比べて優れている点は，以下のよう
に要約できる（2）。

1．

伝送損失が少なく，無中継で長距離伝送ができる（電気通信に比べ，無中継連続距離は，10〜

40倍）。

2．高い周波数まで伝送できる（100MHz〜数GHz／kmと広帯域）ために，大量の情報を送るこ
とができる。光波は，周波数が高く，波長がった短いために「周波数が10倍高くなると，周波数
帯域を10倍とれる。したがって10倍の情報量を送れる。」現在の光ファイバーの技術では，光フ
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一本あたり電話で6000回線もとれる。

3．細径（直径125ミクロン），軽量（27g／km）で可とう性（曲率半経2皿m）がある。銅線ケーブ
ルに比べ，光ファイバー・ケーブルは同じ伝適春量に対して約40分の1である。また，銅の素線

（被膜なし）の1kmの重さが約7㎏であるのに対し，光ファイバーの素線は，同じく約27gとい
う軽さである。また，素材が石英ガラであっても，直径125ミクロンと細いために，かなり自由
に曲がるようになっている。

4．高い強度をもつ。直径125ミクロンのファイバーで，引張り荷重（切れるまでの荷重）が約
7kgであり，これは同じ太さのピアノ線の約2倍である。
5。無電磁誘導である。これは石英ガラが絶縁体であるためであり，たとえ電力線と並行して施工
しても丈夫である。したがって，電力線と同じ被覆の中に光ファイバーを一緒にいれてケ

一一ブル

化しても問題はなく，もちろん，洞道や管路のなかでも配電線と共存させることができ，架空線
にする場合でも電力線と並存的に施工することができる。

6．無漏性である。これにより，混信のおそれがなく密集配線が可能である。
7．光ファイバーの原料が豊富である。原料である石英（シリカ）は，地球上で酸素の次に多く存
在する元素で無尽蔵である。

8．

最後に，電気的配線と違って，火花を出すことは絶対になく，そのほか，耐水性，耐薬品性，

耐腐食性も強いという特性をも有している。

このような特徴を持っ光ファイバーを用いた光技術は，情報関連分野のみならずエネルギー関連分

図表2−2光通信の用途例
分

光技術の応用形態

野

公衆通刷局間中繍広轍加入網海底ケーブル
電力通信睡力系統翻制御課安鵬自動轍針洞道監視
地域情報サービスシステム，
受信アンテナシステム

放送・CATV
鉄道・新交通
防

道路交通

鉄道通信，無人駅，自動車精算，安全監視

i交通流監視制御，信号監視，防災
衛

原

子

力

鉄

石

自

油

化

動

CATV全幹線，局間中継，スタジオ内ビデオシステム，

軍用通信，ミサイル誘導，レーザ照準器，侵入監視
原子炉内監視，

レーザ核融合

中性子プラズマ温度測定，ボイラー内監視，温度分布測定，放射線測定，

鋼

高炉内監視，高炉壁損耗検出，炉壁温度分布監視，炉湯口監視，溶鋼成分連続分析，炉
内スラブ・温度分布測定，製造形状監視

学

反応炉温度分布監視，安全防爆計測，タンクヤードの監視，塔槽配管類の表面温度パタ
ーン計測，環境雰囲気の監視，流出物の広域監視，遠隔成分分析，反応状況監視

車

コンピュータ

光ワイヤーハーネス，車載表示器，塗装工程監視
コンピュータネットワーク，データバス，光入出力装置，大容量画像メモリ，空間並列
処理装置

出所）電子工業年鑑
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野でも用いられている。特に，情報関連分野では，デジタル信号を用いたデータ通信，画像通信など

の新しい通信を可能とし，たとえば，NTTが「21世紀の通信手段」として積極的に推進している
INS（高度情報通信システム）計画を支える基本技術の一つとして実用化されており，また，光海底
ケーブルも実験が繰り返されており「第3太平洋横断海底ケーブル」において海底通信路を電気から
光に変更している（TPC

3：第3番目のTrans

Pac丘c

速伝達，無電磁誘導，無漏話であり，光ファイバ

Cableの意味）。さらに，光通信が大容量／高

一一が細径・軽量・可とう性に優れるため，企業のO

A化とともないLAN（ローカル・エリア・ネットワーク）、に用いられている。その他，光通信の用
途は多岐にわたっている（図表2−2）。

2．光ファイバーとその製造法
光ファイバーは，図表2−3に示すように，中心部のコア（coar）と呼ばれる光の通る，屈折率の高
い部分と，それをとりまくクラッド（cladding）と呼ばれる屈折率の低い部分からなる。この屈折率の

違いにより，光ファイバーにはいった光は，コアとクラッドの境界面で全反射を繰り返しながら，コ
ア内をったわっていくことになる（図表2−4）。
図表2−3

コア・クラッド型光ファイバー

ジャケット

ジャケット

（a）単一モード型

（b）多モード型

出所）大越孝敬r光エレクトロニクスと光通信』1986，p．32．

図表2−4剛ファイバー内での光の伝り方
屈折率

クラッド
コア
﹁
1

ノ

︑

光線

出所）宮崎正弘r住友電工企業内ベンチャー』1985，p．8．

また，先に，光ファイバーの素材の主流は石英系であると述べたが，同じ石英系ファイバーといって
も3種類あり，伝播モード数や屈折率分布形状などから次のように分類される（図表2−5，2−6）。
①

シングル・モード・ファイバー：1000億パルス／秒で，長距離大容量用。

②

マルチモード・グレーテッド・インテックス（GI）ファイバー：コァ内の屈折率分布を制御し
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てあるもの。20億パルス／秒で，中距離中容量用。

③

マルチモード・ステップ・インテックス（SI）ファイバー：コア内が均一な材料で作られてい

るもの。2000万パルス／秒で，近距離用（3）。

図表2−5

光ファイバーの構造（その1）

図表2−6

光ファイバーの構造（その2）

マルチ（多量）モード・ステップ形

マルチ（多量）モード・グレーデッド形

コア（高屈折率）

（a）段階形ファイバ

5・。。・・一・鰹｝クラッド（低蜥率）

出所）宮崎正弘rハイテク戦略でなぜアメリカは

出所）野田健一rレーザと光ファイバー通信』

日本を恐れるのか』1985，p．143．

1983，

p．15．

1984年で見ると，石英系シングルモード・ファイバーは，日本国内の全需要の59．

6°／・を占め，石英

系マルチモードGIファイバーが30．8％，石英系マルチモードSIファイバーが5．8％であるが，1989

年の需要予測では，石英系シングルモード・ファイバーと石英系マルチモードGIファイバーの需要
量は大きく逆転する見込みである（図表2−7，2−8）。これは，石英系シングルモード・ファイ
バーが，性能の面では優れているもの，コァが直径約5ミクロンとあまりにも細いため，ファイバー

相互の接続やレーザー光を導き入れるのに難しく，それらの機器が高価になるためである。このた
め，石英系シングルモード・ファイバーは，大容量を必要とし，かなり長距離にわたり（たとえば，
図表2−7

光ファイバーの国内需要量（昭和59年）
多成分系マルチモード
（万km ・ 邑こ）
SIファイバー3．8％

図表2−8
133フ了km

130

光ファイバーの需要予測醐
・

；琶；

多成分系マルチモード

SI光フアイバー
石英系シングルモード
光フアイバー

100
石英系マルチモード
GIファイバr30．8％

石英系マルチモード
．GI光フアイバー
50

10万4，000㎞・芯
1984
出所）

『JETI』1986．6．臨時増刊，

出所）同左

P．154．
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太平洋横断光ファイバー・ケーブル），高度な技術を使つても経済的に見合う場合に使用される。

1984年にはNTT（当時は電公社）による日本列島縦貫光ネットワーク敷設がなされ，石英系シング
ルモード・ファイバーが，大量に使用された。しかし，一般の用途には，経済的に石英系マルチモー
ドGIファァイバーが用いられるため，今後その需要が多く見込まれることとなる。
「I

tL

最後に，光ファイバーの開発とその製造法について説明を加えておくことにする（4）。

光ファイバー伝送方式に関する原理特許はすでに1936年に，しかも日本人によって出願されてい
る。当時の通信省電気試験所の関壮夫・根岸博（後に清宮博）によって「光通信方式の改良」の特許
が出願され，1938年6月27日に取得されている（特許第125946号）。これは，光ファイバーの構想に
関する特許であり，「本発明方式は，光線通信の能率を増大せんがために，外部の光線を遮蔽する光
線の導管を通して，信号光線を伝送するごとく改良せる光線通信方式なり」と記してある。さらに，

反射率の大きな物質，たとえば水晶を導管として使用すれば，空気との接触面で光が全反射するの
で，光通信の導波路に使用できると述べており，まさに現在の石英系ファイバーを思いうかばせるも
のである。さらに，日本人で，東北大学の西沢潤一教授は，1965年にGI型ファイバーを提案してお
り，1964年に佐々木右荷門とともに「比較的屈折率の大きな光学材料と比較的屈折率の小さい光学材
料を内部に含む光の伝送変換方式及び装置」を特許出願している。同教授は，光ファイバーに関する
だけでなく，光通信システムの他の主要構成要素である光源（半導体レーザー），光信号を電気信号
に変えるダイオード／受光素子についても，昭和20年代から30年代にかけて特許出願している。

その1966年当時，英ITT社スタンダード・テレコミュニケーション研究所に在籍中であったC．K．
カオ博士は，石英ガラスからの光ファイバー通信の可能性を示唆している。すなわち，ガラスの伝送
損失は普通に考えられるほど大きくなく，材料を極度に純化し，製造法に注意すれば20デジベル／km
ぐらいは達成できると予言した（の。しかし，日本人の先駆的研究者がいたにもかかわらず，．joオ博≠

の提案は日本ではそれほど注目をあびず，その後カオ博士が来日した際も，日本の電線各社や電電公
社もほとんど見向きもしなかったのである。当時，各社とも次期通信技術としては，ミリ波通信導波
管研究（6）に力をそそいでいた。すなわち，1960年代では，ミリ波通信が将来の主要な幹線通信路を形
成するであろうと考えられていた。

ミリ波通信とは，直径5センチほどの銅のパイプ（導波管）の中に，ミリ波という電波を通し，そ
れによって通信しようとするものである。この導波管一本で電話回線に換算して約30万回線の情報量
を送る能力を有している。後述する住友電工においても，昭和30年代からミリ波通信導波管研究に取
り組んでおり，昭和30年代後半には，すでに2デジベル以下という，カオ博士が予言した光ファイバ
ーによる20デジベルと比べても，画期的な記録を達成している。しかし，このミリ波通信技術には大
きな欠点がある。それは，導波管が，長距離にわたってミリ単位の精度で真直ぐでなければならず，

曲がりの部分では特殊な工夫をしなければならず，極めて高価な通信システムとなることである。こ
のことから，1960年代前半にアメリカの主要電信電話企業である当時のベルシステムは，ミリ波通信
導波管研究を放棄し，光通信研究に転換している。
一
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ところで，話を前に戻すと．カオ博士の予言の4年後の1970年に，全世界の通信関係者を驚かすニ
ュースが駆けめぐった。ロンドンで開催された通信国際幹線学会において，ガラス企業である米コー
ニング社のF．P．カプロン博士らが，20デジベル／kmという低損失の光ファイバーの生産に成功した
という発表である。翌年，コーニング社は，光ファイバーの素材が石英ガラスであると発表した。こ

の時期を境にして日本においても各社が光ファイバー研究に着手ないし本格的に取り組むこととな

る。しかし後発の遅れを取り戻すのは容易ではなく，1974年には，アメリカの巨大通信企業ATTの
傘下にあるベル研究所が，京都の国際ガラス会議において，MCVD法（後述）により，1，1デシベル
の光ファイバーの開発に成功したと発表した。

このように，1970年代前半までは，光ファイバーに関して日本は，その開発研究において立ち遅
れ，アメリカ企業の後塵を拝すこととなったが，後の展開を見ると，コーニング社，ベル研究所の研
究成果が日本企業にとって明確な開発目標となり，独自の技術開発をうながしたと思われる。すなわ
ち，各社ともMCVD法の追試や独自製造技術の開発に力を注ぐとともに，

NTT（当時は電電公社）

を中心に住友電工，藤倉電線，古河電工という電線大手上3社が特徴ある共同研究（1975〜1983，後

述）を通じて，VAD法という日本独自の製造法を開発（1977）し，1970年代以降逆にアメリカ企業
を凌駕することになる。1975年，MCVD法で0，5デジベル／kmを達成し，同じく1979年0．2デジベル

／kmを達成している。また，同年VAD法により理論的限界値といわれた0．2デジベル／kmを達成し
た。さらに，1986には，住友電工が純粋石英コア光ファイバーの開発に成功し，O．・154デシベル／km

を達成しており，また，同年11月に各社とも新VAD法への製法転換を発表している。新VAD法が
従来の製法と異なる点は，石英管を全く使用しないところにある。これにより石英管を使う場合に比
べ，不純物や水分の混入を防げるため，光の伝送損失が少なく，高強度のファイバーを生産できると

いう。また，合成速度を早めたり，ファイバーの基になる母材を大型化することによって現行価格
（1m当たり100円台）を将来は10分の1に下げることも可能であると見られている。前述の第3太
nd［

お

平洋横断ケーブルには，各社とも，この新製法によJる製造を採用している。
このように現在光ファイバー製造に関しては，日本がすでにトップ・ランナーとなっている。For−
tune誌1986年10月号におけるオプトエレクトロニクス（optoe1ectronics：光学と電子工学をと結びっけ
た技術研究分野）に対する10人の専門家の平均評価は，10点満点で，日本が9．5点，アメリカが7．8，

西ヨーロッパが5．7という得点であった。

さらに，このような技術力を背景にして，住友電工は，1982年に全額出資でSERTを設立し，光
ファイバーの生産研究拠点としてアメリカ進出をしており，また藤倉電線も1984年にアルコア社との
合弁企業，アルコア・フジクラ（出資比率：アルコア51％，藤倉49％）を設立し，光ケーブルの生産
を行っている。このように，現在国内のみならず海外へも積極的に進出をはかっている。ただし，後
に述べるように，米コーニング社は，1984年4月29日に光ファイバーの製法特許が日本でも公告され

たのを機に，VAD法が公告された製法特許に抵触すること（構造特許）を主張しており，また，カ
ナダのワイヤー社からの住友電工に対する光ファイバーの買い付けに対し特許侵害で提訴している。
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日本では古河電工が，コーニング社から実施権を得ており，再実施権を住友電工，藤倉電線，富士通

に与えている。これら光ファイバーの特許契約関係を図示すれば，図表2−9のようになる。さら
に，参考として光ファイバーの伝送損失の低滅化についての図を挙げておく（図表2−10）
図表2−9

光ファイバーの特許契約関係

昭和電線電

（1977年）

（注）

MCVD法特許実施権契約
（（brningの実施権供与は1国1社を原則）

ガブルード
リオンGCE（仏）

Cornlng

Works

Xl特許係争

Plrelll（伊）

（注）ATTは各社・…ラ・セ・・契・・
出所）『JETI』1986．6．臨時増刊号，

100

Gass

BICC

m立］

PLESSY（英）

P．99．

図表2−10光ファイバーの伝送損失（1970・・v1980年の進歩）

1970
／

1979

／

10

記ハ

00

−占ρ04

︵§﹇＼餉唱︶駅駆蝦

1974

0 2
．

＼／

）＼

ト可視光→1

0 1
．

0．4

0。6

0．8

1．0

波

1．2

1．4

1．6

長（μm）

出所）目本証券新聞社r急成長するオプト・エレクトロニクス産業』p．27。
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最後に，代表的な光ファイバー製造法にっいて簡単に述べておこう。光ファイバーの特性は母材を
合成する際にほとんど決まってしまうという特徴があるため，母材の製造法が研究開発の最重要項目
であった。代表的な母材の製作方法は，化学的気相析出法（CVD法：Chem量cal

Vapor

Deposition）で

あるが，合成石英を析出する仕方によって，外付け法（OVD法），内付け法（MCVD法），気相軸付
け法（VAD法：Vapor−phase

Axial

Deposition）に分けられる。

まず，米コーニング社が開発した外付け法（OVD法）から見ることにする（図表2−11参職）。原料
ガスである四塩化珪素や四塩化ゲルマ』ウム等を吹付けバーナーにより酸水素炎とともに往復移動さ
せながら芯棒に吹付け，ガラス微粒子焼結体を析出し，堆積していく。この時，コアとクラッドの屈
折率の違いをだすために，吹付けの初めはゲルマニウムの量を多くし，クラッドの部分で滅らしてい
く。次に芯棒を引き抜き，温度を上げてガラス徴粒子焼結体を容融し，透明ガラス化する。そしてそ
のパイプの内外面を研磨し，再度加熱してパイプをつぶし，中実化して完成である。

次に，ベル研究所が開発したMCVD法（内付け法）であるが，この方法では，原料ガスを回転し
ているパイプの内側に流すところに特徴がある（図表2−12）。パイプの外側からバーナーで加熱す
ることによって，内側に微粒子が付着する。この製法では，外付け法と異なり，微粒子が付着すると

直ちに透明化するようにされており，また，初めは屈折率が低く，次第に高くなるように制御され
る。そして最後にバーナーの温度を上げてパイプをつぶし，中実化して母材が完成する。

最後にAVD法である（図表2−13）。これは前述したようにNTTを中心にして開発されたもので
あり，我が国独自の製法である。その特徴は，ガラス微粒子の合成堆積を軸方向に行うものであり，

図表2−M

外付けOVD法による光ファイバー母材の製法

総微粒子
u．㍉P．ン！．．・．

棒
セ

中／

芯／棒

蟹

ド
コ：二＝＝：：f豊＝一＝

h

@
@

f6｝

「

②芯棒引抜き

e＼

／

＼

③透明ガラス化
@
@

ン

ガラス微粒子
焼結体

原料ガス
吹付けバーナ

①ガラス微粒子
焼結体堆積

c＝

q

一一

芯

P

̲：1

■■．「¶

ボタ

・

r．
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内付けCVD法による光ファイバーの母材製法

原料ガス

拒
バーナ

①ガラス層付内付工程

⇒
②コラップスエ程
出所）同上書，p．30．

︷

図表2−13VAD法による母材製造

︷
透明母材

⇔

⇒

カーボン
ヒータ

多孔質
微粒子
焼結体

／

t

／
SiCl4十BC14

t

t
SiCl4十GeC14

出所）同上書，p，31．

これにより母材を長手方向に連続して製造することができる（つまり量産化にすぐれている）。屈折
率の制御は，中心部に位置する吹付けバーナーと中心から少し外れた位置にあるものとの原料ガスの
成分を変えることによってなされる。この段階ではまた水分や気泡を含んでいる多孔質N材でしかな
い。透明ガラス化は，微粒子付着と同一工程で，付着部より上方に離れた部分で塩素化合物のガスを
一
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送り込みながら電気灯で焼き上げ，水分や気泡を抜くことによってなされる。このような特徴から，

一本の母材から100kmものファイバーが線引きできるという量産化に優れる側面を有している。

3．

各社の光ファイバー研究開発史

ここまで，光ファイバーの特徴とその開発の発達およびその製造法にっいて見てきたわけである
が，ここでは，光ファイバーの開発に対してどのように各社が取り組んできたのかを述べることにす
る。それを概観的にまとめたのが図表2−14である。それを見てもわかる通り，特徴としては，まず
第1に，1975年以前はアメリカ企業が優位にたち，それに追随する形で日本企業が開発に取り組み，
1975年以後は，日本が一躍トップにおどりでてリードしたということである。第2には，住友電工，
藤倉電線，古河電工という電線メーカーがガラスの研究に取り組み，光ファイバーの開発研究をおこ

なったという点である（コーニング社はガラスメーカーである）。第3に，NTTを中心とした特徴
ある共同研究である（これにっいては次章で述べる）。

本章では，各社ごとにどのように光ファイバー開発に取り組んできたかを見ることによって，光フ
ァイバー事業開発の成功要因を明らかにしたい。
1．

NTT（7）

1970年，コーニング社の20デジベル／kmという光ファイバーの発表は，

NTT（当時は日本電信電

話公社）の研究者達にも大きな衝撃を与えた。前述の通り，当時日本の各社は次期通信技術としてミ

リ波導管研究に力を注いでおり，NTTも例外ではなかった。しかし，コーニング社の発表は，光フ
ァイバーによって，近い将来一大通信革命が起こるのではないかと予感させるのであった。当時の電
電公社の電気通信研究所茨城支所長中川喜策，同総括担当調査役豊田博夫も「われわれもすぐに始め
なければ手遅れになる」

（後に研究チームは，コーニング社の20デジベルの発表を「技術の黒船」と

呼んでいる）と判断し，すぐにコ

一ニング社の光ファイバーの情報収集を始めるとともに，メンバー

の選定をおこなった。しかし，当然のことながら社内ガラスの専門家などいない，そこでリスクの高
い研究ゆえにキャリアのあるベテランにやらせるべきか，それとも既成概念にとらわれず，柔軟な発
想のできる若手でメンバーを構成するかということが問題となった。両氏の決断は，「ガラスには全
員素人のわれわれだ。ここはひとっ，既成概念にとらわれず，無鉄砲でもいい，とにかく突っ走るこ
ことのできる研究者を選ぶほかに方法がない。研究所で一番若い連中を探し出して，彼らに走らせて
みることにしよう」というものであった。そこで茨城支所（現在，茨城電気通信研究所）で無機質材

料（ガラスは無機質）の研究にあたっていた研究室のひとっである放射線誘電材料研究室の野邦夫
をリーダーとし，その下に若い4人の研究者（当時全員27歳で入社2，3年）をつけたのである。

こうしてチームが発足し，動きだしたのはコーニング社の発表から4ケ月ほどたった1971年2月で
あった。

彼らは当初，レーザー光を1km通すことのできるファイバー（20デジベル／km）を目標にかかげ
たが，しかし，チームの誰もがガラスには素人であったがゆえに，手探りの状態で始めるほかなかっ
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図表2−14

世界及び国内の動き

1936
1960
1965
1966
1968
1969

TTT

光

7

ア

イ

パ

（旧電電公社）

電気通信研究所による光通信についての特
許出願
東北大学西沢教授グループがグレーテッド・
インデックス型光ファイバーを提案

Kao博士が石英ガラスからの光ファイバー
道信の可能性を示唆
コーニング社，光ファイバー第1号試作

1970
1971

日本板硝子と日本電気が80dB／km以下の多
成分ガラス系光ファイバーを試作
コーニング社，20dBの光ファイバー発表
コーニング社，素材は石英ガラスと発表

1972

コーニング社，2dB

電気通信研究所，茨城支所長，開発着手決断
チーム発足（．枡野氏以下4名）

1973
1974

ベル研究所，MCVD法発表（1．1dB）

MCVD法追試

1975

共同研究スタート
MCVD法，

O．

5dB成功（藤倉電線がファイ

バー納入）

独創的方法の開発に着手（ルビー方式）

1976
1977
1978

「Low OH Content
（英誌）発表

21kmの敷設・実験（横須賀研究所内）

コーニング社，0．7dB

一MCVD法で0．2dB達成（1．55ミクロン波長）

一

1982
1983
1984

Fiber」

（NTT堀口氏と藤倉の小山内氏）
VAD法による連続母材制造法を発表

1979

1980

Optical

VAD法で0，2dB達成

財団法人光産業技術振興会設立（7月）
光応用システム技術研究組合設立（12月）
コーニング社，60km
筑波学園都市，RIPS（研究情報システム）
に光システム導入
コーニング社，カナダ・ワイヤー社を特許
侵害で提訴

ATTがフィラデルフィアーシカゴ間の光
ケーブル化計画発表
日本入札に敗れる（富士通一コーニング社）
コーニング社製造特許を日本で公告
（VADにも抵触主張）
コーニング，米国での輸入販売の特許侵害

（9月）

共同研究完了

を提訴（ITC）

住友に損害賠償請求訴訟

VAD法開示

日本列島縦貫光ケープルネットワーク敷設

1985
1986

出所）各種資料，インタビューをもとに作成
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開発に関する動向
住

友

電

藤

工

倉

電

線

各社ミ嚇 準波管研究
〔計画部発足〕

日本電気，日本板硝子と共同基礎研究に着手

〔研究開発部門の課制廃止，プロジェクト制
導入〕

光ファイバー研究チーム発足（中原氏以下
7名）

光ファイバーに着手（68〜69）

メンバー7〜8名

大阪工業試験場と日本石英訪問一→
本命は石英
〔研究開発本部，企業開発委員会発足〕
学会で「光伝送用ファイバーの基本特性」
を発表

7dB光ファイバー開発に成功
中原氏，常務会で量産開発を提議，承認（5
億円）（事前根回し）

外すす軸づけ法完成（特許申請）

MCVD法試作設備設置
ダンデムダブルコート法開発

投入エネルギーを3倍に高める（ベル研の
発表が契機） リーダー田中部長
（サブ・リーダー小山内氏，稲田氏）佐倉
研究所

共同研究予備折衝（10月）

〔収益悪化→管理職賃金カット，R＆D費

各社データの交換（電気通信研究

は削減せず〕

所〔茨城〕）

・月一何，多い時には毎週
・製造法は公表せず（NTTのみ入手）

來電での実験線敷設に納入（他，日本電気，

4分科会設置

日本板硝子）

電力・光複合海底ケーブル
デズニー・ワールドに納入（他，日本電気）

横須賀研究所内実験敷設に納入

フアイバー
ケープル
接続
特許

8，200km

東生駒ハィオービスで敷設，350km

光シス．テム開発部発足

光開発事業部発足
量産工場完成（月産1万キロ）

Aメリカへ進出（SERT，全額出資）

ワイヤー社からの買い付け敗訴
コーニング社を逆提訴，両者幹部接触

通信事業本部光システム事業推進部発足
i3／16）

ﾊ産開始（月産8000km）

アメリカ進出（アルコア・フジクラ）

光事業部発足
ITC，提訴棄却（コーニング社の敗訴）
純粋石英コア光ファイバーを開発，0．154dB
米コーニング社を逆提訴（11月）

新VAD法に転換（11月〉
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た。しかも，この時点ではまだ，コーニング社は光ファイバーの素材や製法に関してはまったく発表
されていなかった。そこで彼らは，ガラスの専門家や研究機関を訪ねアドバイスを求めることから始
めたが，彼らの掲げた目標を達成するようなガラスを造ることは不可能であるという答えだけが返っ
てきた。普通，われわれはガラスはよく光を通し，透明であると思っているが，実際は決してそれほ
ど透過性のよいものではないのである。普通の窓ガラスを10枚ほど重ねると，ガラス板は透明ではな

く緑色に見える。これは，窓ガラスの厚さが20センチになれば入射光の1パーセント程しか透過しな
いし，1メートルになると透過光はなんと100億分の1まで下がり，光を通さないのと同じである。カ
メラのレンズに使っている光学ガラスでも20メートルになれば1パーセントの光が透過するだけであ
る。そのくらいガラスとは光を通しにくいものであり，だからこそコーニング社の発表（20デシベ

ル／km＝1kmで1パーセント光がとどく）に世界中の専門家が驚いたのである。通常，ガラスには
1〜2パーセントの不純物が残っており（したがって純度は98〜99パーセント），その不純物が光を
吸収してしまい光を通さないのである。彼らの目標を達成するには，ガラスの純度99．9999パーセン
トが必要である。このためガラスの専門家は到底無理な要求であると答えたのである。しかし，彼ら
は素人ゆえにガムシャラに光ファイバー造りに突進していったのである。

まず，彼らは多成分ガラス系ファイバーの製造に挑戦する（コーニング社のファイバーは石英系で
あったが，この時点ではまだ素材については未発表であった）。それは，石英ガラスを操作するには
高い温度が必要であり，当時の研究所には2000度を越える高温を出せるような装置がなく，多成分ガ
スのほうが比較的低温でコントロールしやすかったからである。彼らは，ガラス造りに必要な道具や
装置を取りそろえる作業から始め，その多くも彼らの手作りのものであった。

実際に製造に着手すると，かなり忍耐を要する作業であった。ガラスの生成がなによりもゆっくり
しており，10時間かけてもわずか1センチしか母材ができない。そこで夜も炉を止めずにおくことに
するが，炉は高温でしかも腐蝕性のガスが出る心配もある。モニタ丁装置や制御装置も持たない彼ら
は，結局無許可で研究室にふとんを持ち込み，泊り込んで，炉を見ながら制御するしかなかった。こ
こまで彼らを動かしたものは，このままでは次期通信技術の中核としての役割を果たす光ファイバー
に関しては，完全にアメリカの下におかれるという危機感と，国家的使命感，そして技術者としてコ
ーニング社のうちたてた20デジベルに追いっき追い越したいというはっきりとした開発目標の存在で
あった。

また，同研究所の予算全体の約30パーセントを光ファイバー開発にさいていた。しかし苦労して造
った母材に空気の泡が混入していたりして，良い成果はなかなかでなかった。コーニング社の20デシ
ベルには容易に近づけないことがデータからもはっきしてくる。さらに，3年後には設備が整い，石
英系ガラスの製璋にも取りかかれる条件が整い始めた時に，もう一っの事件が起こった。1974年，京

都で開かれた「国際ガラス学会」でのATTのベル研究所の発表であった。それは，

MCDD法を開

発し，デシベル／kmの光のファイバーの製造に成功したというものである。この数値は，最初の光の

強さの78パーセントが1kmさきまで届くということを意味している。これは当時の研究チームにと
一130一
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って大きな衝撃であった。

しかし，ベル研究所は，コーニング社とは違って，きわめてオープンに特性と製造法を明らかにし
た。当初，コーニング社が製法にっいて公表しなかったため，ここまで試行錯誤を通じて研究してき
た研究チ・一一ムは，さっそくこのMCVD法の追試にとりかかった。さらに，翌年から電電公社を中心

にして，住友電工，藤倉電線，古河電工の4社で共同研究（詳細は後述）を開始するが，そこでも
MCVD法の追試がなされ，藤倉電線との協力で1976年に0．5デジベルを達成した（ファイバーは藤倉
電線のものを使用）。これは1kmで90パーセント光が届くというものであり，ベル研究所のファイバ

ーを凌いでいる。これはMCVD法によってどうしても残る10PPmの水分（OH基：光の吸収損失要
因・図表2一15・2−16参照）を取り除くこ

図表2＿15光ファイバ＿の伝送損失要因

とによって達成された。その方法は，イギ
材料固有

リスのエレクトロニクス・レター誌（1976．
吸

5）にNTTの堀口氏，藤i倉電線の小山内氏

・紫外吸収
赤外吸収

収
・還移金属（Fe，

外部的要因

の両氏によって掲載され，イギリスで最優

Co．

Ni等）

・OH基

伝送損失要因

・Rayleigh散乱

秀論文賞を受けている。さらに，1979年に

材料固有

・Brillouin散乱

・Raman散乱

は，02デシベル（1kmで95パーセントの

散

乱

光が届く）を達成し，理論限界値に近い極

・界面不整

・径変動

低損失の光ファイバーの製造に成功し，っ

外部的要因

・気泡，異物，結晶，脈理

・屈折率分布のゆらぎ
・マイクロベンディング

いに世界のトップに立つことになる。

しかし，そうはいっても，MCVD法とい

出所）小山内裕「低損失ファイバー」r独創』p．381．

う製造法はあくまでもベル研究所が開発し

図表2−16

伝送損失分光特性のOH基濃度依存性
（計算値）

たものの借り物であり，独自技術ではない。

100000

しかもMCVD法には大きな欠陥があった。
前述の製造法を見ても分かるとおり，回転

10000

しているパイプの内側に何層も微粒子を付
着させる方法をとるために，母材を造るの

で2〜3km分しか造れない）。また，パイ

きな母材をつく

ることができない。この2

CONTENT
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プの内側に付着させる方法をとるために大

︵∈と＼ロoコ︶

にかなり時間がかかることである（8時間

OH

1000

10

つの欠点のために量産化が難しい。

そこで彼らは，MCVD法の追試となら

1

んで，1975年以降独創的方法の開発に着手
することになる。これは量産化の可能な，

独自の国産技術を求めるものであった。そ
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出所）同上，p．382．
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れが1977年のVAD法による連続母材製造法の発表につながっていく。その発想のもととなったの
が，雑談の中でできてきた人工ルビーの製造法であった。人工ルビーは，上から粉末原料を降らせ，

バーナーで炎を吹きつけて結晶を成長させることによって製造される。この方法を光ファイバー製造
に応用しようとしたのである。っまり，芯棒の先端に石英ガラスを成長させるというものである。こ

れがVAD法の基本的な考え方である。コーニング社のOVD（外付け法）やベル研究所のMCVD
（内付け法）と異なる点は，それらの方法が水平方向に芯棒を設置し，その外側か内側に石英ガラス層
を成長させたのに対し，人工ルビーの製造のように，垂直方向に石英ガラスを連続的に成長させると

ころにある。この方法により，以前の方法よりはるかに高い量産性を獲得することが可能にする。し
かも独自の国産技術を確立できる。1977年，以前ベル研究所が衝撃の発表をおこなった京都の「国際

ガラス学会」でこのVAD法を発表し，世界的な反響を巻き起こした。さらに1979年，

VAD法によ

り0．2デシベル／kmを達成し，量産化の側面（現在NTTでは一本の母材から数時間で600kmのフ
ァイバーを製造できる技術をもっている）だけでなく，その性能の面でもVAD法の優位性を立証し
た。このVAD法は，1983年9月の共同研究完了後の1984年に，住友電工，藤倉電線，古河電工以外
ボ1
の電機メーカーにも開示され，この製造が広く用いられることになる。
2・

住友電工（8）

住友電工は，電線企業では最も多角化が進んでいる企業であり（図表2

−17），昭和60年3期の非

電線部門売上は全体の45．8パーセントを占めている（図表2−18）。その中でも現在，「オプトピア構

想」（オプト〈光技術〉＋ユートピア）をうちたて，光ファイバーを中心とした光関連売上では電線
大手6社の中でトップを走っている（図表2

−19）。それは，住友電工がいち早く光ファイバーの基

礎研究，量産開発研究に取り組んだことに求められる。

住友電工では，昭和30年代にミリ波導波管の研究をおこなっており，昭和30年代には2デシベル以
下という数値を出している。しかし前述の欠点から，早くも40年代には光と取り組みはじめ，43年に
は国鉄技術研究所との共同により，レーザー光線を使用した貨物車番号識別システムの開発に成功し
ている。1969年の末，ミリ波導波管研究の中心的人物であった中原恒雄（現副社長）の下にミリ波導
波管の開発やレーザー光線の実用化研究をおこなっていた数名が集められ，光ファイバー開発チーム
が結成された。翌年，1970年のコーニング社の発表は，中原氏にとっても事件であった。「コーニン
グ社のニュースを聞いたときは，もりもりとファイトがわいてきましたね。しかし伝送路としては，
もっと低損失にしないとむずかしい。ますます力を入れて取り組まなければだめだ，という思いだっ

た」（宮崎：1985a，15）という。これ以後さらに苛酷な目標をスタッフに強いることになる。ガラ
スには素人であった彼らは，1971年に工業技術院大阪工業試験所や日本石英を訪れ，「光ファイバー
の素材の本命は石英」とみなし（コーニング社が算材は石英ガラスと発表したのはその直後），石英
系ファイバーの研究に取り組む。そして，中原氏は，1972年6月の社団法人・電子通信学会の分科会
「量子エレクトロニクス研究会」での発表をわずか3ケ月前に決める。発表では，当然その当時のト
ップレベルのデータが要求される。彼の研究者のプライドの高さを利用した巧みな用兵術であり，こ
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電線メーカーの多角化製品
品

︸

角

多

名

関

業

光

企

1987年10月

エレクトロニクス・その他

連

住友電気工業

製

化

光ファイバー（業界第1位），光関連機

ディスクブレーキ（業界第2位），ブレーキ用摩擦材，

器，光LNA

超硬工具，電気接点合金，汐イヤ焼結部品，航空機用

化合物半導体（業界第1位）

燃料タンク，コートアルミ

超電導材料，プリント基板，リードフレームME，ワ
ークステーション，ビデオテックス，VAN
古河電気工業

光ファイバー（コーニング特許）

固定磁気ディスク，サブストレート材，形状記憶合金，

光関連機器

超電導材料，超電導磁石，リードフレーム，パラボラ

化合物半導体（GaAs，

日立電線

アンテナ

Inp）

光ファイバー，光関連機器，光LAN，
や

超電導材，リードフレーム，ゴム製品

e

ファイノ、一スコープ
化合物半導体（GaAs，

藤倉電線

Galn，

Inp）

プリント基板（ミネベアとの合弁）

光フアイバー

セラミック加工基板

光関連機器

tC

光産業に全力投球

大日日本電線

昭和電線電縄

繹ﾊ3社に比し，やや出遅れ

光関連機器

航空機用シール材
プラスチックパイプ

LED（プラスチック・ファイバー用）

0リング

光ファイバー，光関連機器，光LAN，

超電導材（NMR−CT用）

光プアイバー

ファイバースコープ（多成分系）

東京特殊電線

CRTディスプレイ装置，

光関連周辺装置

TV向け偏向ヨーク（巻線

から電子機器への転換一本業の巻線は35％に低下）

沖

電

線

プリント基板
（通信用ケーブル主力から，電子部品へ急転換中）

光フアイバー関連

超極細巻線（電子，計測器用）に特化

第一電工
タツタ電線

同分野で業界をリード

多角化に出遅れ，日本鉱業入りして，巻返し中。

出所）rJETI』1986．6

れによって研究ピッチを上げさせようとするものである。そして学会で「光伝送用ファイバーの基本
特性」を発表し，7デジベルの光ファイバーの開発に成功する。当時の研究チー一一ムの一人は「学会発

表のプレッシャーが確かに，あの年，7デジベル水準のファイバーを一気に開発できた牽引車になっ
た」（千葉：1985，203）と言う。このように住友電工の光ファイバー開発は，他社に先駆けて急速に
立ち上がることとなった。

しかし，光ファイバーで世界のトップ企業となりえたのは，1973年，光ファイバーの本格的な量産
研究を第二常務会に提議し承認され，5億円を投じて横浜製作所内に専用の実験工場を建設すること
ができたためである。この提議に際して，光ファイバーの商品化のメド，採算のメドはたっていなか
った。従来から住友電工は，新しい技術の研究・開発に積極的であり，昭和40年代には多角化路線を
つきすすみ，ダボノ・ゼ的多角化とさえいわれていた（図表2−20）。しかし，昭和40年代の終わりに
一

133

一

明治大学

図表2−18

＼
部門

＿55／3期隊比

特

6°／3期

…9・【・9・・12・

殊

5年間の

≒ｬ比瀦望

747

1…1

4．6

線

302

8．

372

7．3

4．3

事

366

g．g

287

5．7

▲4．7

328

8．9

520

10．3

9．7

90

2．4

241

4．8

21．8

184

5．0

229

4．5

4．5

59

1．6

105

2．1

12．2

177

4。7

564

11．1

26．1

金クキム品

末肩レ囎

粉ゴブ光電

︵多角化部門︶

合葡

（単位：億円，％）

住友電気工業の非電線部門売上高

決算期

電線部門1
工

社会科学研究所紀要

2

2，・・sl・5・・「

・，・・司…

非電線部門（小計）

売上高（合計）1・，697

1・…1

・，・65

9．0

100．0

6．5

出所）同上書，p．98．

図表2−19

社

名

日

立電線

大日日本電線
日召不口電線電績

合

計

出所）同上書，p。99．

641・28

1982

0
7﹂
ρ4
h0
︶7
4A
2U
1Qゾ

藤倉電線

1981

0
D臼﹇
﹇0
00F
09
− OFO3

住友電気工業
古河電気工業

1980

01
0∩1
乙0
3
12

会

電線各社の光関連売上げ推移

220

1983

1984

180

240

130

150

120

140

50

50

20

30

15

20

515163・

は，採算の合わない新規事業が表面化し，多角化路線を見直さなければならなくなっていた（たとえ
ば，セントラルヒーティイング，騒音吸音材などの部門の撤退）。中原氏（当時副部長）が光ファイ
バーの量産開発を提議したのはちょうどこのような時期であった。

このような状況で常務会での承認を得るために，中原氏は周到に事前根回しをおこなっていた。ま
ず，中原氏は直属の上司である技術部門の最高責任者であった杉正夫常務（現在顧問）に技術者同志
として，光ファイバーが今後いかに必要な技術であるかをその開発状況，電電公社の認識の高さ（前
述の通り電線の大需要サイドである電電公社もすでに研究を進めていた）等から賛同を得た。次に，

実験工場にどのくらいの資金が必要なのかにっいて一枚の見積書を出し，今度はトップ・マネジメン
トの一人である経営者としての杉氏の判断をあおいだ。その時，中原氏は「この開発は，私，中原恒
雄が全責任をもって進めていく覚悟です」（千葉：1985，196）と言ったのである。この発言が杉氏を

動かしたのは，単に中原氏が首を賭けた発言であったということではなく，以前のミリ波導波管研究
での実績や，光ファイバーによる7デジベル達成という日ごろからの実績があったからである。
次に，関連部署を次々に説得にまわった。まず，経理部予算課に足繁く通った。それは当部署の説
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図表2−20住友電工の電線・非電線売上高比率推移

1

1
1

＊「ブ」はディスクブレーキ。その他にはゴム，プラスチック
を含む。

出所）サンケイ新聞経済部r住友パワー最強部分の解明』オー
エス出版社，1986，P．119．

％

刀口

口

日

禾

％

釧刻そ剣（編線）計

72
62
62
72
62
93
23
12
93
53
93
63
93
84
14
24
54
24
64
6
2

特

0
11
010
413
921
198879
11
14
11
18
26
22
24034
01122234335555555555
557889888818
1 888999900
2
1
11
1 099909809089877887

電

37
47
47
37
47
16
86
97
16
56
46
46
16
25
95
855
85
45
4
7
0
41
42
43
445
46
47
48
49
40
51
5Z
53
54
556
57
58
59
50
6

年

得に当たるだけでなく，そこを通して実験工場計画が他部門に流れることにより，その反応や感触が
つかめると予想されたからである。それに基づいて各部門の部長や担当役員を訪ね説得することがで
きる。特に非技術部門の説得にあたっては「情報量の増大で，近い将来，これまでの電線ケーブルじ
ゃ対処しきれない状況になる。これは皆さん御存じの通りです」という共通の認識を確認したうえ
で，

「情報量ならぬ交通料の増大が高速道路を生み出したことは周知の事実。そこで伺いたい。官公

庁が高速道路の建設の方向をおおかた固めた時点で，工法の開発研究におもむろに腰をおげたような
ゼネコン（大手建設会社の意）が，高速道路建設で潤ったなんていう話を聞いたことがありますか。

道路公団なんかが民間と共同研究を始める段階では既に，リーダーシップをとれるぐらいの技術力な
り工法なりを開発している業者が，結局，こうむる益も厚いのが現実でしよう。既に電電公社は，光
ファイバーの開発に，大きな興味番示し，研究を進め始めているんです」（千葉：1985，196）と例を
引いて説得にまわった。

このように中原氏の精力的な根回しがなされ，その結果，常務会において厳しい質疑応答があった
にせよ，承認されることになる。この常務会に臨んだ時点で，幽 ?ｴ氏は「8割の確信は，事前の根回

しで得ていた」（千葉：1985，192）といい，常務会は最後の詰めの場であった。山田雄一（1985，
一一
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149−144）は，この中原氏の根回しから7つのee

一・ポイントを導出している。

1．直属の上司の全面的協力をとりつける。
2．

できれば直属の上司の口添えを得て，最終的決定権をもつ会議体（この場合は常務会）メンバ

ーの中の事案関連最有力者の協力をとりつける。

3。予め，できるかぎり具体的かつ詳細な企画書なり見積書を，見やすく分かりやすい形（この場
合は一枚の見積書）に作成しておく。

4．関連最最有力者の注目を得ることができるだけの実力を日頃から培い，部内ないし社内全般に
周知されるだけの実績をつねつねあげておく（ミリ波導波管でのデシベルならびに光ファイバー
での7デシベル）。

5．案件に対して決定的な関連性をもっ部門の理解と協力をとりつける（この場合は予算課）。

6．予想される反対意見を想定するとともに反対意道や疑念をもっている標的人物への辛抱強い説
時をこころみる。

7．直後は関連をもたない部門にも広く理解を求め，懸念や疑問に対して適切で分かりやすい説得
をこころみる（この場合，高速道路建設の例）。

このようにして日本で初めての本格的光ファァィバーの実験工場が誕生し，本格的に光ファイバー
の量産開発に取り組むこととなったが，その翌年，1974年，2っの事件が持ちうけていた。その一つ
は石油ショックであり，住友電工は売上前年比35パーセント・ダウンという不況に見舞われた（図表
一2

）。この状況下で，大きな資金を要する研究開発を続けることは容易なことではなかった。し

かし，当時の社長亀井正夫（現会長）は，管理職の10パーセント賃金カットをおこないつつも，研究
開発費の削減は一切おこなわなかった。この時，研究開発費の削減をおこなっていたら，光ファイバ
ーに関する開発状況も大きく変わっていたであろう。

もう一つの事件とは，ベル研究所のMCDV法による1．1デシベルの発表である。この発表は研究
チームに大きな衝撃であった。当時のメンバーは，「あれは驚きだった。いったい自分たちは，長い
間苦労してきたが，なにをしていたのか，と思いましたね」（宮崎：1985a，47）と振り返って言う。

さっそくベル研究所のMCVD法に関する情報を集め，

MCVD法施策設備を設置し試作を行うがう

まくいかない。しかしこの過程から住友独自の「外軸づけ法」が開発され，特許力坤請されている。

後に4社共同で開発されるVAD法があるが，住友電工は，それ以前にその工法のアイディアで数ケ
国の海外特許を単独で取得しており，それがVAD法へと洗練されていくことになる。
この後，住友電工は光ファイバー・メーカーとして日本企業のトップにたっ。1976年，東電での実
験線敷設に日本電気，日本板硝子とともに光ファイバーを納入し，1977年電力・光複合ケーブルを敷
設，そして1978年にはデズニーワールドへ8，200kmのファイバーを納入し，また，完全双方向映像シ
ステムの実験として有名な東生駒ノ・イオービスに350km敷設された。これらは，住友電工の光ファ
イバーのにっいての技術が認められたものである。

一方，1980年光システム開発部が発足し，1982年に光開発事業部，1984年には光事業部と，組織構
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造上も事業としての進展を遂げている。その間，1982年に量産工場（月産1万km）を完成し，全額
出資でSERT（光ファイバーの生産研究開発の拠点）を設立し，アメリカ進出を図っている。

しかし，まったく問題がないわけではない。前述の通り，コーニング社と特許問題で衝突してい
る。

ことの始まりは，カナダのワイヤー＆ケーブル社から住友電工への光フ・アイパー・ケーブル買い付

けであった。1981年4月，コーニング社は，ワイヤー＆ケーブル社が住友電工社製の光ファイバー・
ケーブルを購入しているのは，特許侵害であるとカナダ連邦裁判所に提訴したのである。問題の特許
は2件あり，コーニング社がすでにカナダで特許を取得しているものである。そのうちの一っは，
「ドープ処理した溶融シリカ芯材に純粋な溶融シリカ、またはドープ処理溶融シリカを被膜したもの

である。溶融シリカ芯材にドープ処理を施すと芯材の屈折率がクラッドより高くなり，この屈折率の
差によって光信号は芯材中に閉じ込められファイバー中を前進することができる」というものであ
り，2つ目が「芯材中にガラス形成成分であるゲルマニュウムを15パーセント以上を含む光ファイバ
ーをカバーしている」（宮崎：1985，138）とするものである。カナダ連邦裁判所は，1984年4月コー
ニング社の主張を認め，カナダ企業が日本製ファイバーを使用するのは特許侵害にあたるとの判定を
下した。この判定により，住友電工はカナダへの光ファイバーの輸出をできなくなった。この間，

1983年4月に製造特許を日本で公告し，VADにも抵触するとの主張をおこなっている。また，1984
年3別こはITC（International

Trade

Co㎜ission一国際貿易委員会：アメリカの国内麟を守る目

的で国内の企業・労働組合からの訴えを基に，海外からの輸入に対する調査を行い，しかるべき対応
を議会や大統領に報告または提案する）がコーニング社の提訴を受理し，住友電工がアメリカへ輸出
販売している光ファイバーがコーニング社の特許を侵害しているかどうかの調査に乗り出している。

これに対し，住友電工は，VAD法は日本独自の国産技術であり，アメリカでも基本特許が成立し
ていると主張し，同年8月ノースカnライナ州地裁に逆提訴した。これに呼応するように，コーニン
グ社も同年12月にニューヨーク市の地方裁判所に住友電工に対する損害賠償請求の裁判を起こした。

これら提訴・裁判は，日本に有利な方向で流れている。1985年にはITCがコーニング社の提訴を
棄却し，裁判所も訴えを退けた。逆に，住友電工はig86年11月にニューヨーク避邦地裁にコーニング
社の光ファイバーの製造・販売を差し止める訴訟を起こしている。これは，コーニングが西独シーメ
ンスと合弁で設立した米シーコア社が，円高を機に光ファイバーを日米で本格的に販売しようとする
動きに対する牽制の狙いもある。
3．

藤i倉電線（6）

藤倉電線もまた，住友電工が光ファイバー研究着手と同時期に研究を始めている。研究着手の理由

としては，官公需型（NTTが大受注先）の開発でもあり，通信分野での本業なので選択の余地はな
かったということである。ただ「当初は，世界の中の動きをみて，探索研究的に小人数で始めた。こ

れを達成しなければならないと決定したのは，1970年のコーニング社の発表を，後に文献で見たから

である。」（田中二1983，287）というように立ち上がりは少々遅いようであった。当初7〜8名で
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NTTと同様に多成分ガラスから研究を開始し，石英系に移行していった。
その後，急速に立ち上がったのは，1974年に京都のガラス会議でベル研究所が1・1デシベル／kmを
発表してからであり，この年に投入エネルギーを3倍に高めている。当時は，「当社のようなところ
で光ファイバーのようなものができるかという判断と，どのくらいの投入をすればいいのかという目
測が立たなかった」（田中：1983，287）のであり，今後どのように開発研究を展開していくかが大き

な問題であった。当時を振り返って，開発メンバーのリーダーの一人であった小山内裕氏（現在研究
所所長）は次のように話している。「ファイバーを果たして自社で造ることができるのか。ガラスは
ガラス屋にまかせてケーブル化から始めようか，という議論がありましたね。本格的に着手するとな
ると建物，装置を造ることから始めなければならなかったですから。そしてそれも含めてかなりの資
金を集めなければならないですからね。」しかしトップからの反対はなかった。資金投入にっいては
やはりきびしいが，妥当なデータで説得すればトップは納得してくれる。特に伝統的に，特に通信部
門では住友電工には負けないという意地もあり，また，電線部門からの反対もなく，むしろ当然やら
なければならないという雰囲気であった。そこで通信技術開発部（第3課が光研究）の田中重信部長
（現在常務取締役技術開発本部長）が，本格研究を決断し，1975年に深川研究所から佐倉研究所にそ
の拠点を移し，本格的に立ち上がることになる。

その際，「投入にあたっては，

リーダーの選定，投入のあり方に非常に苦労をした。一応，集中投

入という形にはなっているが，半分以上は新入社員を使ってやった」（田中：1985，287）。毎年，技

術者として入社してくる30〜40名の新入社員のうち半数を光ファイバー開発にまわしたのである。そ
して田中部長の下，実行メンバーのリーダーとして電気通信が専門である稲田氏と材料（素材）専門
が専門である前出の小山内氏（両氏とも当時主任）が選ばれた。しかし，社名の通り電線が主力事業
であるため，ガラスに関する専門家はいなかった。しかし，小山内氏によれば「ガラスの専門家がい
ないからこそ，自由な発想に基づき，自由な討論を通じて専門家が考える限界を突破できることがで
きた」という。むしろガラスのことを知らないからこそ自由な研究ができ，原点に返ってガラスをし
ることができ，それがその後の研究成果にっながったのである。もちろん，藤倉電線もミリ波導波管
の研究を以前に行っており，そこで蓄積されたレーザー通信の技術が発揮されたことはいうまでもな
い。さらに，ガラスに関する情報を，合成石英のメーカーである信越化学と交換することにより，そ
の蓄積をおこなっている。

1975年より4社共同開発が開始されるが，ここでも藤倉電線は大きな役割を果たしている。共同研

究でのMCVD法の追試で，1975年に0．5デジベル達成の光ファイバーは，藤倉電線が製造し，納入

したものであり，またその達成の基となったOH基除去にっいては小山内氏がNTTの堀口氏との共
同で達成している（小山内：1985；Horiguchi＆Osanai：1976）。
この共同研究の発足とともに，自社内で開発のターゲットを段階的にしぼっていった。極低損失，

広帯域，高強度等であり，常にその時点での最高のものを狙う姿勢を通している。その結果が上記の

0・5デシベルの光ファイバーにっながり，また特筆すべきことは，現在の光ファイバーの標準構造
一一
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（50ミクロンのコアで125ミクロンの外径）を開発したのも当社であった。また，非常に高精度の自
動接続機や光架空地線の開発に成功している。

1981年に，通信事業本部光システム事業推進部が発足し，1982年には量産（月産8000km）を開始
している。さらに，アルコア社との合弁事業によりアルコア・フジクラを設立し，アメリカ進出を果
たしている。

4．

3社の要約

ここまで，NTT，住友電工，藤倉電線の各社にっいて光ファイバー事業化に関する事例をみてき
たが，既に第1章で要約的に示したいくつかの成功要因に関してコメントしておきたい。
まず，各社に共通して言えることは，明確な開発目標が存在したことである。1970年のコーニング
社の20デシベルという数値が当初の開発目標であり，その後，1974年のベル研究所の発表数値1．1デ
ジベルがそうである。これらの数値に追いつき追い越すことが，その時々の各社の研究チームにとっ

ての研究上の目標であった。このような明確な目標が設定されることにより，研究エネルギーを結集
することがより可能になったと思われる。

第2に，強烈な使命感の存在である。光ファイバーは，住友電工とコーニング社の激しい特許係争
からも見てとれるように，国際競争下での国家的開発プロジェクトであり，またより身近には，電機
事業の大転換プロジェクトであったということである。これに失敗することは社運を左右する問題で
あった。したがって，大きくは先行したアメリカ企業にいかに追いつき，追い越すか，しかもどのよ

うに国産技術を開発するかが国家的な問題であった。そして国内では各社が社運をきけていかに他社
より優れたファイバーを開発するかという問題であった。ここにはそれぞれのレベルでの強烈な使命
感が存在した。

第3に共通して言えることは，素材のガラスに関しては，各社ともまったくの素人であったという
ことである。この素人ゆえの自由な発達が，ガラスが持つといわれた限界と突破したことが強調され
る。いうなれば，0からの出発がこの意味では開発研究に有効であるといえる。言い換えれば，原点
回帰が必然的になされたともいえる。

共通要因の第4としては，第3の要因とは逆に，各社ともレーザー通信については研究の蓄積がな
されていたことである。すなわち，以前のミリ波導管研究で培った研究エネルギーを光ファイバー研
究に投入することができたのである。っまり，ミリ波導波管で用いた理論が光ファイバーに適用でき
ることにより，レーザー通信に関してはかなり高いレベルの研究者を用いることができた。したがっ

て，光ファイバーの素材であるガラスにっいては0からの出発であったが，その中を通る光にっいて
は専門家が存在していたということができる。ここから原点回帰の研究と研究エネルギーの蓄積とい
う相反する2つの要因の存在が導出される。

最後に述べなければならないのが，特徴ある4社共同開発である。その特徴を一言で言えば競争的
でしかも協調的な共同開発といえる。この共同研究により日本は，アメリカを完全に追い越したとい
える成果を出したのである。そこで次章では，この共同研究にっいて紹介することにする。
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注

（1）以下レーザー光については，大越孝敬（1986）野田健一（1983）日本証券新聞社（1985）に基づいて記
述している。

（2）

ここでの記述は・『JETI』1986・6・臨時増刊号・大越孝敬（1986）に基づいて琴約したものである。

（3）

この分類は，rJETI』1986．6．臨時増刊号に基づいている。

（4）製造法に関する記述は，野田健一（1983）を参考にし説明している。
（5）

ここまでの歴史的記述に関しては，日本証券新聞社（1985）で比較的詳細にわって説明されている。

（6）

ミリ波導波管については，大越孝敬（86，70−73）を参照されたし。

（7）NTTに関する記述は，インタビューの他に，内橋克人（1981），小林紀興（1987）を使用して記述して
いる。

（8）住友電工における光ファイバー開発プロセスに関する記述は，主に，加藤紘一郎（1981），サンケイ新
聞経済部（1986），千葉明（1985），宮崎正弘（1985a，1986b），各種新聞発表を使用している。

（0）藤倉電線に関する記述は，インタビューを中心にしており，その他資料として田中重信（1983）を使用
した。

参
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257−270．
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第3章

光ファイバーに見る共同研究開発の成功要因
NTTを中心として一

はじめに

NTTにおける光ファイバーに関する研究開発は，同社が日本日本電信電話公社であった時から始
まっている。

以下，共同研究開発に関する成功要因の5つの点にっいてNTTを中心に考察する。

1．

明確な開発目標

NTT（旧，電電公社）が光ファイバーによる光通信に関する研究開発を具体的に着手したのは1960
−
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年代からであるが，同社はそれ以前の1936年にすでに，同社の電気通信研究所による光通信について
の特許出願を行っており，世界的にみても，かなり早い時期からの研究開発であったといえる。

わが国における光技術を常時，先導してきたのがNTT通研であったといえ，1960年に茨城県東海
村に，日本原子力研究所に隣接してNTT茨城通研が設立された。
当初，同研究所では原子力の扱用を通信技術に試みることが目的であったため，東海村に設立され
た背景がある。

ところで光通信についてみると，その歴史はさらに古く，古代からの狼火・灯火信号などがその原
型といえる。わが国においても，昭和初期に，日本電気と毎日新聞3．3キロメートル問において，光
通信実験がなされたが，これらはいずれも大気中に光を飛ばして相手に信号を送る方式であった。
上記の方法では，光の衰退が著しく，伝送距離もせいぜい数キロメートルが限界であった。

この限界突破（ブレークスルー）こそがNTT茨城通研の当初の課題であり，光信号の伝送のため
の導管の発明がまさにそれであった。

そして同研究所の関壮夫・根岸博の両研究員が世界に初めて，昭和11年に当該技術に関する特許申
請を行っていることは注目に値する（1）。

図表4−1

昭和11年の光通信の特許出願文

「本発明方式ハ光線通信ノ能率ヲ増大サセンガ為二外部ノ光線ヲ遮蔽スル光線ノ導管ヲ通シテ信号光線ヲ伝

送スル如ク改良セル光線通信方式ナリ。従来ノ光線通信方式二於イテハ送信機ヨリ発射セラレタル光線ハ例
ヘバ大気中又ハ海水中等ノ如ク外部ノ光線ノ侵入シ得ル空間ヲ伝播シテ進行シ受信機二達スルガ故二受信機
ニハ前記ノ送信機ヨリ発射セラレタル信号光線ト共二外部ノ光線ガ直接又ハ間接二入射ス。而シテ外部光線
ハ光線通信受信機二雑音ヲ発生スル作用ヲ有スルガ故二信号光線ガー定限度以下二微弱ナル時ハ受信機二於
テ信号ヲ有効二再生スルコト不可能トナル故二受信機二於テ信号ヲ有効二再生スルタメニハ本方式二於ケル
如ク之等妨害作用ヲ有スル外部光線ヲ遮蔽スル光線ノ導管ヲ使用スルコト必要ニシテ斯ノ如クスレバ受信地
点二於ケル信号光線ノ照度ノ最低限度ヲ低下シ光線通信ノ能率ヲ増大スルコトヲ得ルナリ」
出所）小林紀興『NTT頭脳集団の野望』講談社，1987，

P．79．

さて，光技術に関しては必ずしもNTTだけが着目していたわけではなく，そこにはいくらかの競
合相手が存在していた。

そのなかの一人として，東北大学西沢潤一教授があげられる。

西沢教授は，昭和39年に，ガラスの中心から周辺に向かって光の屈折率を少しずつ変化させていく
と光が外部に洩れることなく導かれるという，「グレーデッド・インデックス型光ファイバー」の原
理を提唱している（2）。

また米国でも，1966年にKao博士が石英ガラスからの光ファイバー通信の可能性を示唆するとと
もに（3），コーニング社が光ファイバーの第1号を試作し，長年の夢とされていた次世代通信の実現に
大きく寄与している。

西沢教授の発明と，米国コーニング社の発明とは，いまだその特許問題が未解決のままであるが，

この二つの発明がNTTにとって極めて大きな意味をもつ先駆的研究成果であったといえる。
一

141一

明治大学

社会科学研究所紀要

光通信の光源であるレーザーは，1960年にアメリカのメイマンによって既に発明されており，この
レーザー光線が通信手段として使用されるようになったのは，実用可能の光ファイバー（20dB）がコ

ーニング社によって発明された1970年に，同じくATTのベル研究所によって半導体レーザー発振器
が発明されてからである。

このように光通信実用化のための二大要素技術の光ファイバーおよび半導体レーザーの開発によ
り，光通信技術はさらに現実化に向かう。

NTT茨城通研が光通信に関して，本格的な研究に着手したのは1966年（昭和41年）からで，当初
はNTT武蔵野通研で開始されたのが，後に茨城通研に移されたω。当初，茨城通研では，レーザー
光線を空中発射させ，マイクロ波中継と同様の方法で光通信を行うことをねらいとしていた。だがさ
きに示した2つの画期的な発明によって研究方針が大きく転換され，1971年（昭和46年）から茨城通
研でも光ファイバー通信の研究が着手されている（5）。

ところで光ファイバーそのものについてみてみると，当初，コーニング社によって発明された光フ

ァイバーは，1キロメートルで光の99％が減衰するものであったが，1974年（昭和49年）にATTベ
ル研がコーニング社の光ファイバーをはるかに凌ぐ高性能の光ファイバーを開発し，減衰率は1キロ
メートルあたり22％，3キpメートルあたり50％であった（6）。

これら二つの光ファイバーの製造法は異なり，コーニング社の製法は「OVD法」と呼ばれるもの
であり，水平に伸ばした細い心棒の周囲に石英ガラスの薄い層を幾層にも蒸着させる製法で，一般に

「外付け法」と呼ばれる。これに対し，ベル研のものは「MCVD法」と呼ばれるものであり，水平
に伸ばした石英管の内側に石英ガラスの薄い層を蒸着させるものであり，「内付け法」と呼ばれる製
法である（7）。

コーニング社が製造法を公表しなかったため，試行錯誤を余儀なくされたが，茨城通研は，ベル研
の研究方法に基づき，昭和51年に1キロメートルあたり減衰率10％の光ファイバーの製作に成功して
いる（8）。また昭和54年には1キロメートルあたり減衰率5％の極低損失光ファイバーの製作に成功し
ている（9）。

しかし「MCVD法」は，何層もの石英ガラス層の蒸着によるため，ファイバーの量産に不適格で
あり，ファイバーの量産というニーズに応えるためには「MCVD法」を超える新しい製法の開発が
必要とされた。そのような必要性にもとづき，rVAD法」という独自の製法が茨城通研によって生
み出されている。（昭和52年）

「VAD法」はVapor−phase

Axial

Depositionの略で「気相軸付け法」と言われるもので，心棒の

先端にガス化した石英ガラスの成分を酸水素炎バーナーで吹きっけてガラス体をつくり，多孔質母材
であるガラス体を塩素化合物のガスを送入しながら焼成し，従来不可能とされた水分と気泡の少ない
母材を作るものである（1°）。

以上の方法により，昭和55年には，っいに1キロメートルにあたり

O．

2dBの石英ファイバーの究極

の低損失を実現した。また，現在，ファイバーメーカーが1本の母材から5．60キロメートルのファイ
ー
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図表3−1光通信研究年表A
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●光源，○方式，△その他

（ベル研，ソビエト，日本電気）
●長波長帯意義指摘（通研・水島）

GaAIAsSbレーザ連続発振，0．0μm（通研）

低損失光ファイバ製造法（MCVD）の発明

△50年代通研の重点研究項目の設定
○アトランタ実験（ATT），144芯ケーブル

（ベル研），1．1dB／km

O所内実験（通研），ステップ形，32Mb／s

国際ガラス会議（京都）

極低損失光ファイバ開発（通研，藤倉電線）

oシカゴ現場実験（ATT），2．6km．

0．47

●GaInAsPレーザ連続発振，1．

dB／km（1．2μm）および長波長帯開拓

光フアイバ母材連続製造法（VAD法）の

・

（MIT，

3Ptm

KDD，東工大，通研）

●GaAIAsレーザ推定寿命A・・100万時間（ベ

発冨（通研）

ル研，通研）

期

O近距離光伝送方式FR

1（公社）

唐ヶ崎」一蔵前一浜町

32，100Mb／s，0．85μm，グレt・デッド形，

1，000km，1部VAD
54

，79

OFT

極限的低損失達成（通研）

開

0．2dB／km（1．55μm）
55

80

広帯域VAD光プアイバ開発

（KDD，東工大，通研）

6．7GHz・km（通研，古河）

○中小容量光伝送方式FR−2宗了（公社）

超高純度化達成（通研）
花

3方式開始（ATT）45Mb／s O．85μm
55Ptm

●GalnAsPレーザ連続発振1．

100km長，

1．

OH基：1 ppb以下
VAD単一モード光プアイバ

VADフアイバ導入

単一モード，400Mb／s，1．

OFT

の作製（通研）

3Ptm，

○大容量光伝送方式FR開始（公社）
3

3Pm

80km長

C方式発表（ATT）

期

ワシントンーニューヨークーボストン
56

○中小容量方式商用試験開始（公社）

81

○加入者光伝送方式現場試験（公社）
○無中継海底光伝送方式現場試験（公社）

出所）
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バーを製造しているのに対し，NTT茨城通研では1本の母材から600キロメートルものファイバー
の生産に成功している（12）。

以上，NTTにおける光ファイバーの研究開発の略史について触れてみたが，本項のテーマである
「明確なる開発目標」という点にっいてみてみると，以下のようなことが明らかとなる。

通信技術に関しては，その生成段階からアメリカが一歩も二歩もリードしているという見方が一般

的であり，事実，ATTならびに同社ベル研究所が画期的研究成果として世に大きく貢献してきたこ
とが，それを不滅のこととして支えてきたことには相違ない。

だが，すでにみてきたように，次世代技術としての光通信については，必ずしも米国に大きく後退
してきたわけではなく，ある点では，わが国の技術のほうが先行していたともいえた。しかし，研究
開発から製品化へのタイミングにっいては，やはり米国に遅れをとらざるをえなかったということも
事実である。

NTTをわが国における光通信の先導者としてかり立てたのは，やはり，目前に立ちはばかる米国，
とりわけ，当該技術でのリーダーであるコーニング社の存在であったといえよう。ましてやコーニン
グ社による先駆的研究成果を現実のものとして素直に認識し，あくまでもそれに焦点をおいて，それ

を当面の開発目標ならびに研究開発のペースメーカーとしてきたことに，NTTにおける光ファイバ
ーの最終的な成功要因があったといえる。

2．

強烈な使命感の存在

さらにNTTにおける光ファイバーの研究開発に関する成功要因の一つとして，「強烈な使命感の
存在」があげられる。

NTTは，昭和60年4月1日をもって日本電信電話公社から民営化を果したわけであるが，たとえ
それが一民間企業と化しても，公社時代から伝統的に引き継いできた，いわゆる，わが国の電信電話
事業の全てを担うという使命感だけは変わらないように思われる。

今回の研究において，われわれはNTTへのヒアリングを何度か実施したが，そのなかで得られた
回答のなかに，光ファイバー研究開発に関して，「日本のリーダーとしての使命感の存在」という興
味ある回答をえた。

これはわが国における光ファイバー研究開発において，同じく研究パートナーであった他の電線三
社（藤倉電線・住友電工・古河電線）に対してのリーダーとしての自覚はもとより，それよりも，わ
が国の電信事業の担い手としての自覚が，更に苦労の多いことが予測された当該研究に対し，同社を
果敢に立ち向かわせたものであるといえよう。

光通信に闘しては，ただ単に研究開発に先行するだけではなく、そこで先行した者が市場を征する

ものであるがゆえに、米国コーニング社ならびにATTベル研の先行開発を気楽に見守り，追従する
だけでは，たとえ相応の技術に追いっいたとしても，市場を譲歩するようでは，公社以来の伝統その
ものが問われるという危機感もそこにはあったことは否めない。
一
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いわば，光通信は国際競争下での一大国家的開発プロジェクトでもあるとともに，次世代技術とし
て，これからの電気通信および電線事業の大転換プロジェクトであったともいえる。

このような大きな課題に直面しながらも，それを圧力とせずに，逆に当面の最大目標としたこと

に，NTTの成功が存在したわけであり，そのように同社を動かしたものこそが同社が持ち得た，い
わゆる「使命感」であったといえる。

第二世代光技術に関し、NTT茨城通研伝送システム研究部伝送方式研究室長三木哲也氏が，21世
紀の通信システムをNTT通研が世界に先駆けて構築するであろうと言明していることは（13），まさ
に，同社が持っ技術の高さのほかに，今後も国家的プロジェクトとしての通信事業を担うべく強烈な
る自覚と自信そして使命感によることに他ならぬことであろう。

3．

研究エネルギーの蓄積

NTTが，わが国における光ファイバー研究開発に関し，極めてすぐれた先導力を発揮してきたこ
とはすでにみたところであるが，以下では，そのバックグランドとなる同社の技術ポテンシャリティ
にっいての言明をみる。

NTTは公社時代から，わが国の通信技術の担い手であったゆえに，当該技術に関しては極めてすぐ
れたものを有していたことは周知のことであるが，光通信にっいても同様の技術ポテンシャリティの
存在が指摘される。なかでも，後に光通信として開花する伏線として，光学結晶に関する研究がある。

これはNTT茨城電気通信研究所において昭和40年代から始められたものであり，電気通信用部品
材料としての結晶の応用に着目したものである（14）。

光学結晶の研究に関する動機には内的要因と外的要因に二分される㈹。内的要因としては、まず
第一に，昭和34年から36年にかけて，新種強誘電体結晶の探索が同社で行なわれ，その結果，強誘電
体メモリが磁気メモリに比べ，経時特性，信頼性に問題点があり，同研究が凍結されるとともに圧電
効果へその目標が移行したことがあげられる。（昭和37〜42年）第二に，茨城通研内での総括役員会
議において，「光エレクトロニクスの研究は，将来の同社通信技術に重要密接な関係をもつものと判
断されるが，現行の研究勢力では不足するため，その補強が必要である。」さらに「光エレクトロニ
クスに関する基本的研究は，当面実用化を対象としない研究項目，すなわち長期研究項目として採り
あげることが望ましい。」（

7）という二っの答申がなされたことである。この総括役会議の答申に基づ

いて，その後の基礎研究部に要員を結集させ，光応用に関する研究企画が策定された。

また外的要因としては，昭和40年に，ベル研が「ニオブ酸シリウム単結晶の育成」に成功するとと
もに，引き続き，その結晶について誘電的・電気光学的性質，あるいは光素子への応用の可能性が示
されたことがあげられる（ls）。

以上の二つの要因によって光学結晶の研究がされてきたわけであるが，これが昭和50年代に至り，

光通信の本命が光ファイバー通信であり，それも空間伝播でも光管理伝播でもなく，ガラスを伝播路
に用いる光ファイバー通信であるということで，材料研究が結晶からガラスへ，あるいは半導体レー
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ザー用化合物半導体，およびそのエピタキシャル成長へと研究の重点が杉行したことによって，同社
における光ファイバー研究開発が実現されたわけである。

また実際に光ファイバーに同社の研究の焦点が絞られてからも，ガラスファイバーの分析等におい
て，同社がすでに所有していた放射化分析の手法が活かされてきたことなども同社の技術ポテンシャ
リティを示す好例の一つといえる。

このように，必ずしも，新たな技術として光ファイバーの研究に取り組んでいったわけではなく，

試行錯誤があったにせよ，そこには以前から確立してきた技術ポテンシャリティ，すにわち研究エネ
ルギーの蓄積があったことが成功要因の一つとして示される。また単に技術だけではなく，実際のそ
れらの優れた技術を築き，さらには充分に逐使しうる研究者という人材，すなわち有形の研究エネル
ギーが多く存在していたことも，同様のこととして示される。

VAD法の開発
VAD法が，生み出された背景として，次のようなものが示される。
まず第一に，国産自主技術としての，光ファイバー製造方法の確立への欲望，があげられるととも
に，外国の内付法，外付法にはない特徴を出すことがあげられる。

第二に，その特徴によって内付法，外付法のもつ限界，すなわち最初の出発素材を必要とするこ
と，あるいは工程がどうしてもバッチ処理になって，連続的に母材を製造できないという，限界の打
破があげられる。

4．

競争，協調的共同研究

わが国において，光ファイバーに関する共同開発がNTT（当時は電電公社）を中心として開始さ
れたのは1975年である。そしてその後1983年までの8年間にわたってそれは継続された。光ファイバ

ーに関する共同開発のメンバーは，NTTをリーダーとして，藤倉電線，住友電工，古河電工の電線
三社を含めた4社であった。

共同研究の目的は当然のことながら，光ファイバーにおける国産自主技術の開発（新しい伝送媒体
としての光ファイバー及びその周辺技術）であった。当時，すでにアメリカのベル研ならびにコーニ
ング社の技術が紹介されていたうえに，優れた技術を有しながらも常にアメリカなどの借りものとい

う苦言に甘んじてきたNTTにとって，光ファイバーにおける国産技術を確立させることには切迫し
たものがあったともいえる。

共同研究の参画企業についてはすでに示したが，さらに具体的にその編成についてみると概ね以下
の通りである。

共同研究は，本委員会と分科会から構成され，本委員会は，NTT側からは研究部長ならびに研究
室長が，メーカー側からは開発担当役員および開発担当部長が参加することによって編成されてい
た。さらに分科会はNTT側が研究室長および研究担当者が，メーカー側からは研究担当課長および
研究担当者が参加することによって編成された（エ6）。また具体的な研究体制は，本委員会（前出およ
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びその下部組織としての6分科会の設置に基づいていた。

本委員会は，その委員長としてNTTの線路部長をおき，6分科会，すなわち①ファイバー分科
会，②陸上ケーブル分科会，③海底ケーブル分科会，④接続分科会，⑤信頼性分科会，⑥特許分科会
の主査として研究室長がが就任することによって構成されていた。
以上のような組織で，光ファイバー共同開発は進められた。

共同開発の研究の舞台は主にNTT茨城通研であり，定期的にNTTおよび参加各メーカーの担当
者が参集し，具体的に進められてきたのである。

共同開発の具体的内容に関しては，未だ明らかにされていない点も多いが，今回の研究におけるヒ
アリング調査で得られた回答に基づけば，概ね次のとおりであった。

共同研究におけるリーダーはNTTがつとめ，参加各社はNTTの方針の下での研究開発を行うと
いう設定である。リーダーとして，NTTが主導権を保有したのは，当該共同開発の結果として生み
出される光ファイバーおよび通信システムの購入者が同社であったためであるが，さらにもまして，

当時，公社として同社が有する社会的役割が大きいことと，次世代通信システムとしてのニーズが大
きかったため，各社の関心は極めて高いものであった。

共同開発はNTT茨城通研での定期的合同研究会の場で進められ，各社が独自の研究成果を持ち寄
って，そのなかで最も優れた技術をペースメーカーとするものであった。ここで注意されなければな
らないことは，各社は独自の研究成果を発表するのにとどまり，独自の研究プロセス，ノウハウとい
った類のものは，それぞれ企業秘密とすることができたことである。それゆえ，共同開発の進行上，

最も重視されたのはその時点での最も先行した技術そのものであった。そのため，共同開発の最終段
階においても，各社の自社ノウハウが不明であったり，もしくは必要時に，そのノウハウの提出をし
ぶったりすることや，技術的に先行したメーカーと，優れているメーカーとの技術ギャップを埋める

方法および補償法の制度化を図ることが，NTTたとって大きな障害とならざるをえない側面もあっ
たことも事実である。

このようにNTT茨城通研を舞台とした共同研究は1975年から1983年までの8年間にわたって展開
されてきた。この間の成果は後のわが国の通信システムの発表に多大なる影響を与えたものばかり

で，MCVD法による0．2dB達成。

VAD法による連続母材製造法，および同法による02dB達成，

実験プラントの設置などがある。

注

（1）小林紀興rNTT頭脳集団の野望』，講談社，1987，

p．79

（2）新関暢一・一一・「電気通信研究所における光学結晶と光ファイバの研究開発」，r研究実用化報告』第32巻第7

号，1982，p，1443
（3）

同上，P．1445

（4）小林，同上，p．81
（5）

同上，p．81

（6）

同上，p．82
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同上，PP．92−93
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同上，p．1434
同上，P．1434
同上，p．1436

今回の研究に際しての，NTTへのヒアリングによる。
同上

第4章光産業の動向
はじめに

今世紀最大の発明の一っといわれるレーザー光線が発振に成功してからはや二十数年が経過し，わ
が国の光産業も大きく発展を遂げてきた。

わが国の光産業はまだ短い歴史しか持ってないが，毎年着実に成長している。

光産業が将来性のある一産業として注目を受け，21世紀の産業構造の中核をなすハイテク産業と重
要視されるようになってきたのは，情報通信，とりわけ公衆電信の分野において光ファイバーが用い
図表4−1

日本の光産業の生産額推移
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られ，広く二普及するようになってからである。また情報通信への参入の自由化などにもより，情報化
時代に至ることにより，光産業がその基盤を担うものとして期待されている。

そして最近では，情報通信だけではなく，光ディスク等の情報蓄積，情報処理，計測，レーザー加
工などの多くの分野に光が用いれらるようになり，その成長は著しいものとなってきている。

わが国における光産業の生産額はここ5年間に年平均成長率60％の伸びを示し，今や1兆円産業に
までなってきている。（図表4−1）

1．

光産業の生産規模

（財）光産業技術振興協会が昭和55年より毎年光製品生産額に関するアンケートを実施し，それに基

づき，わが国の光産業の生産規模を発表している。（図表4−2）それによると1985年度（見込み）
の総生産額は8，644億円に達し，対前年比35％の伸びを示している。
1985年度におけるわが国の光産業の内訳をみると，光部品が3，086億円（構成比36％），光機器・装
置が4，529億円（構成比52％），光応用システムが1，029億円（構成比12％）となっている。光産業全
体の成長については，1985年度において対前年度比35％の高い成長率を示じている（D。

それでは次に，光部品，光機器・装置，光応用システムのそれぞれの生産規模の動向についてみて
みる。

（1）光部品

これのなかでも，特に今回の研究に直接関係する光ファイバーにっいてみると，次のような状況で
ある。

光ファイバーは，前年度に比べ27％の伸びを示している。光ファイバーのなかでも95％の生産規模
を占める石英系光ファイバーは611億円の規模にまで成長し，対前年度比27％の伸びとなった。とり
図表4−3
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（12％）

光部品
（36％）

光産業総生産額

3，086億円

8，644億円

光機器・装置
（52％）

4、529f意円

出所）
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日本の光産業の生産規模（単位百万円）
名

品

・983鞭1・984鞭

製

オレ 素

ザザザドザ

子一＝＝子子池バイイ品・

アァ部プ
素レレレイの素電イフ
フダの

コそ

ババ グ他

品

半気固発そ
石非
発
受複太光
光

光
部

光躰

ｶ肋

計

小

公
そ

テ

衆

」

121，826

122，260

15，894

20，550

37，059

4，999

6，658

7，934

1，

282

3，883

4，796

96，2L1

90，692

72，415

75

43

56

21，717

21，945

24，581

40，190

39，289

30，

ム

通

信

特定ユーザ通信
の

9，068

9，097

10，433

50，525

63，836

37，609

48，265

61，

2，309

2，260

2，762

36，060

56，559

2，912

4，667

8，666

9，160

31，393

47，893

241，486

278・・742

^・・8・・575

21，995

31，859

39，718

5，223

16，698

18，747

2，405

4，650

5，403

1，200

1，368

1，703

4，175

6，994

rOPTO

一言口

出所）

t

NEWS』，

7，163

18，577

47，

479

76，931

28，241

66，994

161，707

344

1，172

43，109

53，802

76，221

4，567

4，311

4，059

27，355

48，815

60，092

61，196

73，228

40，

39，

077

452，916
93，843

713

54，212

21，119

33，5τ5

39，631

7，176

6，867

9，084

80，095

102，927

642，151

864，418

・8，・3721

十

合

466，705
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P

2．

光部品の1985年度の内訳は次の通りである（2）。

発光素子…1，223億円（光部品全体の40％）

受光素子…246億円（同8％）

光フアイバー…638億円（同21％）

太陽電池…104億円（同3％）

複合光素子…309億円（同10％）

その他・∴566億円（同18．9％）

一

150

074

12，072

他

小

906

39，918

・56，・8471283，・・4

計

光応用システム

光通信シス

器器器ササ置クク置置他

定

（見込み）

118，521

十
帰言口

光光敷光レ光デ追光医レ

光機器・装置

伝測∴濡翻

小

1985年度

一
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1985年度

光部品生産額内訳

その他の光部品
（18．9％）

太陽電池

566億円

（3，3％）

104億円

光部品総生産額
3．086億円

発光素子
（39．7％）

1，223億円

光ファイバ
（20．7％）

638億円

出所）同上

わけ，石英系シングルモードファイバーはNTTの，旭川〜鹿児島間3，400kmの日本縦貫基幹通信
網向けの需要に支えられて伸びてきたものであり，同プロジェクト完成後も，NTTの主要都市間の
光ファイバーネットワークや日本高速通信，日本テレコム，東京通信ネットワークなどの新規参入事
業者の進出によって高水準の需要を維持されている。

一方，石英系マルチモード光ファイバーは，中小容量の局間伝送，LAN，

FAなどの分野で用いら

れてきた。使用件数は多いが，1件あたりの距離が短いため，km・心にすると，石英系シングルモ
ードファイバーに比べ少なくなる。

現在，石英系GI光ファイバーの導入が検討されているため，もしその導入が実現されるとなれ
ば，大量の需要が期待される。

プラスチック光ファイバーの市場は，最近注目を浴びているところであり，今後，数十m以下の短
距離用として機器内配線等の分野で需要増が見込まれている。
このプラスチック光ファイバーと石英系光ファイイバーに性能，価格の面で中間的に位置するFA，
簡易リンク，センサなどの限定された領域に適用されているものとして，多成分素マルチモード光フ
ァイバーと，プラスチッククラッド光ファイバーは，両者

②

とも現時点では大した需要量ではない。

光機器・装置

光機器・装置の1985年度内訳は次の通りである（s）。（図表4−5）

光学式デジタルオーディオディスク…1，617億円（光機器・装置全体の36％）
光学式ディスクメモリ（ビデオディスク，文書ファイル，データファイルとその媒体等）FJ
…782億円（同17％）
レーザープリンタ等の光入出力装置…762億円（同17％）
その他…601億円（同13％）

光伝送機器には，光受信機，光MODEMなどが含まれ，光通信システムなどの伸びによりデジタ
ー
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光機器・装置の生産額内訳

光ファイバ利馬センサ

（0・3％）1磁円

レーtim工魏・

医用レーザ装置

〔13．2％｝

（0．9％＞4t億円

61雌円

光学式ディジタル

オ−ディオディスク
（35…／・）

囎蘭㌔臆円

15t7te円

レーザ利用センサー
（1．6％）72億円

光測定器＼

（4．〜％）187億円

光機器・装置
光fixetStStぴ鑓
総生産額

〔8・8％｝

4，529億円

謝億円

光入出力装置
（16，9％｝

光学式ディスクメモリ

フ62億円

（t7．3％）

782億円

出所）

rOPTO

NEWS』No．5，勧光産業技術振興協会

1986，

p
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ル伝送リンクの需要が増加し，魁前年度比25％の成長を示した。

光測定器は，NTTによる日本縦貫基幹通信網の建設などの需要に支えられ，ここ数年高い伸びで
推移してきている。

最近，民生用製品として光技術が用いられているものがかなり増えてきているが，それを受けて光
学式デジタルオーディオディスク等の需要も急速に伸びてきている。
（3）光応用システム
光応用システムの1985年度の生産額は以下の通りである（4）。

光通信システム…938億円（光システム全体の91％）

その他…91億円（同9％）
図表4−6

1985年度

光応用システム生産額内訳

光通信システムとは，公衆の利用を目的とした公衆
通信システム乙鉄鋼）L化学などの製造業や鉄道，道
路，電力，官公庁などの各ユーザーで導入されている

（8，8％）

特定ユーザー通信システムに分類される。（図表4一
6）
光応用システム
特定ユーザ
通信システム

総生産額
1，029億円

公衆通信システム

公衆通信システムは，NTTによる日本縦貫基幹通

（52．7％）

542億円

ト
信網建設に引き続き，高速デジタル回線やデジタル電

（38．5％）

396億円

話網などの全国網の建設が進行されており，542億円
の規模となった。対前年比37％の伸びである。

特定ユーザーシステムは，電力関連，鉄道関連，化
学関連分野への導入が進み
出所）

『OPTO

NEWS』No．5，

㈲光産業技術振興協会

396億円の規模，対前年

度比18％の伸びとなった。
1986，p5

その他の光応用システムには自動車，船舶，航空機
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などに導入される光システム，太陽光発電システムなどが含まれており，温度計測システム，エレベ
ータ用システムなどの応用分野が着実に広がりっっあり，32％の成長を示している。また，自動車
用，電車用の移動体光システムの実用化も次第に進んできている。

2．最近の光技術
（1）光技術の体系化

光ファイバーと半導体レーザーの画期的な技術革新により光ファイバー情報伝送技術は，次第に実
用化され，光産業として大きく成長してきている。

光通信技術の発展とともに，その波及効果によって光情報処置，光応用計測，光エネルギー応用分
野も光技術分野のなかでかなり重要な位置を占めるようになってきている。

②

光デバイス用材料

主たる光デバイスとそれに用いる材料との相関を示したのが図表4−8である。
材料開発の手法の一つとして材料設計という考え方がある。これには特性を，目標とする数値へ合
わせるように材料を選択設計する数値制御型と，現在の特性値を向上させる極限追求型の二っがあ
る。いずれも光デバイス用材料開発における設計の基本である。
・光ファイバー（ガラス）
石英系光ファイバーは，1．

5psm帯で伝送損失が最小になることが広く知与れているが，光ファイバ

ーには分散の問題があり，材料分散が1．3μm近傍でゼロになることから，同帯での設計が行われ
た㈹。

光ファイバーの分散は，その要因からモード分散，構造分散，材料分散にタイプ化できる。だがシ
ングルモードファイバーでは構造分散と材料分散で規定されるため，使用波長でのファイバーの構造
ゴ
パラメーターと石英ガラスの材料組成で決定される。0．2dB／km近辺の損失には材料固有の光損失の
なかで屈折率を制御するためのドーパントのレイリ散乱と赤外吸収端が多大な影響を与える。従っ
て，ドーパントの選択として，コァのなかにGeを添加して屈折率を上げるよりも，クラッドの屈折
率を下げる方が有利である（6）。

光伝送材料の場合，石英ファイバーは当初の0，85μm帯から1．
実用化が進み，1．

3psm帯の特徴を生かして，ここでの

5μm帯でのさらに長距離，コヒーレントに通信への発展，またフッ素ガラス，カル

ゴケナイトガラスなどによる超長波長帯への研究へと進展が図られているω。
・光システム

光通信システムは大きく分けて，遠距離通信と，建物の中，都市内あるいは地域的に限定された地
域通信システムとがある（8）。

最近までは遠距離用通信システムを中心に技術研究が行われ，地域通信システムにおいてもその技
術をそのままとり入れたシステムを用いていたが，最近では，地域内の各種システム技術が形成さ
れ，多様化されてくるようになってきている。
一
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図表4−7光技術の体系
1

〔光デバイス〕

〔ニーズ〕

｝〔光システム〕

；

〔灘のシーズ〕

国
國
国
囮

1光通信

周波数制御性

単色性

儲重轟rザー迩突；LE玖）

付随する利点

（高密度，並列処理性）

1松纈信．醐鵬構内N

：

基本的性質

I樋信など

ノ

光制御索子

短波長性

（高逮変調性，窺パルス性〉

（光変調器，偏波制御素子など）

波長可変性
（光表示・記録，画像，処理，光演算，光コンピュータなど）

時間的制御性

短パルス性

tレンxプリズム，ラィルタ，偏光子，コ／1
賢ネクタ，分岐器，分波器，アイソレータノ1

広帯域変調性

波面制御．性

窄間的制御性

指向性・集光性

偏光性

光接続回路，伝送線路
（光導波器，光ファイバなど）

非電磁誘導性

（単色楡，短向性，短波畏性〉

光応用計測

（麟鷹鋤

、低コスト

騰釧欄

一罐
⊂）将来技術

〔材料〕

誘電体
（変調，波艮変換，傾向，光受動部品など）

国
團

（光メモリ，アイソレータなど〉

〔製造・プロセス技術〕

単結晶育成技術、
（引上げ法，プリッジマン法など）

エピタキシャル成長技術
（LPE．

MBE，

VPEなど〉

焼結技術
（シンタリン死ホットブレスなど）

（発光」受光k変調，表示など〉
（プラズマ重合など）

ガラス・セラミック
（光ファイ・催調，光受勲部品など）

（装着，スハクリンク：CVD，

VADなど）

表面改質技術
有機・高分子，液晶

（イオン注入，試験該など）

（波長変換，変調，光記鎌，表示など）

出所）
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團

（冠慨ミラニなど）

パターン形成技術
（リングラ7イ，エッチングなど）

恥摯醤詣烈當矧

（光メモリ，ディスプレイなど）

！

熱化学作用
制御性

表示・記録素子

ノ

−

︑︑
︑︑

高輝度性

光エネルギ応用

︑︑

高出力性

︶

（物理風センサ，化学風センサなど）

≠ネルギ制御性

偽エネルギ密嵐高機能、

並列処理性
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光デバイスと材料

LD，レーザー般
LED，

PD，

APDなど

光変調器，

偏波制御素子など

．光受動素子
レンズ，コネクタ，

分岐器，アイソレータなど

出所）
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構内伝送では，距離の問題よりも，むしろ経済性や簡単化されたアクセス技術が重要となる。発光
ダイオードや多モード光ファイバーを用いた簡易な光リンクに加えて，光ミキサーによる簡単なスタ
ー形配線や，ループバック機能でシステステムの信頼性を高めたループ網，交換機能を有する構内網
や，マイコンやコンピュータ，センサーなどの技術を用いた地域網のシステム化が今後発展するもの
と思われる。

光通信の技術動向のもう一つの特徴として，アナログ伝送からデジタル伝送への転換があげられ
る。

一般に，アナログ方式と比較して，デジタル端局のコストは低くなるが，デジタル伝送路のコスト
は距離に比例して高くなる傾向にある。したがって，長距離区間には，電話に対する伝送路コストの
安価なアナログシステムが用いられてきた。これは伝送媒体である同軸ケーブルが低雑音であるが狭
帯域であり，広帯域な帯域を必要とするデジタル方式にはあまり適していなかったことによるもので
ある。

一方，光ファイバーは広帯域性を有しており，広帯域なデジタル方式との適合性が高い。低損失光
ファイバーの出現により所要中継器も少なくなり，アナログ方式に比較して，端局，距離比例分の両
方において，デジタル方式のメリットを引き出すことが可能となった。
光ファイバーの屈折率分布，モード数，コア材料，クラッド材料の組み合わせにより，損失帯域，
一
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光通信技術の世代区分

光通信のシステム

徴

特

〔第1世代システム〕〔実用中〕

多モード光伝送技術，短波長技術

1短波長多モード光伝墜」

石英系ファイバ，プラスチックファイバ
光強度変復調

波長：0．8〜α0μm（1．

光源：LED，
検波器：pin

2−一

1．

3ptm）

波長多重，双方向伝送技術，アレイ化

LD

PD，

APD

光スイッチ，OEIC
デバイス材料：AIGaAs／GaAs，

〔第2世代システム〕（実用中）

［量濾長単モード光伝送1

波長：1．3μm
光 源：LD
検波器：APD，

Si

低損失単モード光伝送技術
デバイス材料：GalnAsp／lnp，

Ge

石英系フアイバ
pin

PD

〔第3世代システム〕（実用化中）

極低損失単一モード光伝送技術

1ギガビット光伝送1

光強度変復調，分散克服光伝送技術
時間・波長多重，双方向通信技術

波長：1．3・v

1．

65ptm

光源：単一縦モードLD
検波器：APD，

pin

PD

集積レーザ，光集積回路
デバイス材料：GalnAsP／lnp，

Ge

分散シフト単一モード光ファイバ
〔第4世代システム〕（基礎研究中）

コヒーレント光通信（ヘテロダイン）

1全光通信1

光交換（光スイッチ，光演算）

波長：1．5・一

1．

65Ptm

高機能光集積回路
（単一スペクトル光伝送技術）

〔第5世代システム〕（基礎研究中）

超長距離光通信の可能性の追求中

［超長波長光通信1

赤外フアイバ

波
出所）

長：＞2μm
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伝送時性，機毎的強度が異なり，通信システムの構成法も異なってくる。また適用波長帯も低損失領
域がそれぞれ異なってくるために変っており，光部品の材料も異なったものが用いられる。

これらの組み合わせに基づいて光通信技術を世代分けしたものが図表4−9である。この表での第
1世代技術は短波長の可視光化の能性があるものであり，構内伝送および移動体内情報通信に重要性

を増してくる技術といえる。第2世代は長波長の光伝送技術であり，第3世代技術はGb／S光伝送技
術，第4．世代技術はFSK変調ヘロダイン検波による高速大容量伝送技術，そして第5世代技術は赤
外光ファイバーによる通信技術とされる（9）。

このように光通信技術も第1世代技術から第5世代技術へと高度化してきているが，しかしながら
も，その技術進化のなかでの変調技術，復調技術，光直接増幅技術，光源および光回路の周波数制御
技術，ICおよび光ICなどの多くの研究課題が残されている。

3．光技術の需要分野
いままでにみてきたものは，光産業の生産規模および最近の技術動向についてであった。そこで次
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に，光技術がわれわれの生活のいかなる所で生かされているのか，すなわち光技術の需要分野にっい
てふれてみることとする。
（1）公衆通信システム

公衆通信網は電話，電報，加入電信などから構成されているが（1°），これらの分化された通信網を

デジタル化し，

1本の通信網であらゆる情報伝送の処理をすることを目的としたのがINS計画であ

る。

INS計画の実現により，電話，電信，ファクシミリ，データ伝送などが，わずか1本の光ファイ
バーで情報交換できるだけではなく，CATV，キャプテン，

ITVシステム，テレビ会議などの各種

のニューメディアが双方向においての情報交換可能となる。

この計画に沿って，昭和60年2月にNTTの日本縦貫幹線（旭川〜鹿児島間）が完成されている。
そして昭和60年度からは支線網の建設がそれに引き続いて行なわれており，幹線網の完成により，東
京，大阪，名古屋の一部でのデジタル回線による通信サービスが可能となっている。また，この幹線
の完成により，昭和65年度には人口10万都市でのデジタルサービスが可能となるとともに，昭和70年
頃には一般加入者を含め，全国的規模での通信網が完成されると予想されている（11）。

②

特定ユーザー通信システム

特定ユーザー通信システムと呼ばれるものは，NTT，

KDD以外の一般の企業が構築するネットワ

ークのことをさす。

これは光の高速，大容量の伝送特性を活用するものであるが，さらに電磁誘導を受けないという特
質を活用し，電磁障害の大きい環境で用いられ始めた。鉄鋼のデータハイウェイ，道路交通流監視シ
ステムなどがその一例である。

最近，この分野ではLANが主流となりつつあり，データのみならず，音声，画像情報をも双方向
で伝送することが含まれており，幹線網は光ファイバーによる高速，大容量のリング形，支線網は端

末機器の容量に応じた同軸ケーブルによるバス形イーサネットなどのLANが増えつつある㈹。
（3）光プアイバー

光ファイバーは，材料によって石英系，多成分系，プラスチック系に分けられる。石英系ファイバ
ーは最も透明性にすぐれ，伝送距離も長く，大容量の情報の送信が可能となる。石英系シングルモー
ド）SM）は最も長距離で大容量の光ファイバーである。現在，

INSの幹線網に用いられている（14）。

石英系マルチモード（MM）のうち，・GI（ダレート・インデックス）形はINSの支線網，

LANなど

の中距離，中容量の伝送に用いられる。また，石英系のSI（ステップ・インデックス）形は多成分
系SI形は，

LAN，

CATV，

ITVなどの特定ユーザー一

M信システムおよび局間中継などの近距離伝

送に用いられるα5）。

プラスチック系SI形は最も短距離・小容量のものであり，移動体内や家庭内通信システムに用い
られる（16）。
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光産業の今後の展望

光産業は社会的なニーズによって生まれたというよりは，光に関する技術が先行している産業とい
ったほうが適切な産業である。

レーザー光線の発振と光ファイバーの二大発明によって，その基礎が築かれ，それをもとに発展し
てきている産業である。そしてまず通信分野への導入に始まり，情報関連からエネルギー関連への広
がりを見せており，光の利用技術は，部品の開始から光機器・装置，光応用システムへ適用領域を広
げてきている。

生産動向によれば，55年度は光部品が68．1％で，機器，システムのウェイトは小さかったが，59年
度には光部品は47．8％に低下し，逆に光機器，装置のウエイ

トは大きく上昇している。

このような動向は今後も当面，大きく変化することはないと思われる。それは光部品の技術水準が
すでにかなり高いことと，光製品への利用に大きく支障をきたす問題点が少ないこと，さらに光機器
や光システ．ムにおける積極的な開発が行われていることによるものである。
（1）光通信の発展と光部品

いままで光ファイバーを主軸として増加してきた光部品は，今後さらに，発光素子，受光素子，複
合光素子などのデバイスを中心として増加して：〈るものと思われる。なかでも半導体レーザーの伸び
が最も高いと予想されている。

光ファイバーに関してみれば，石英系SMは公衆通信の幹線網が完成したことによって若干の鈍化
がみられるが，支線網の長距離用の布設が計画されてるし，さらに海底ケーブル用の需要もあるた

め，それらの本格的な実現により，その需要は伸びてこよう。また石英系MMは支線網の建設開始
やLANの進展などにより，今後の主流となるものと思われる。
多成分系およびプラスチック系は，ウェイトが小さいが，その低価格と取扱い上の容易性により次
第に需要分野を開拓しており，今後，LAN，移動体内，・機器，装置内での各通信システムの増加と
ともに伸びが期待されている。

②

光応用システム

いままではINSの日本縦貫幹線の建設網で公衆通信ステムの成長が著しかったが，これからは，

LANを中心とした特定ユーザ…通信システムの増加が予想される。特定ユーザー通信システムは

OA化のためのLANの導入の増加に伴ない，かなりの成長が期待される。またメーカーのLAN製
品も多様化されるとともに，光ファイバーをはじめとする部品価格の低下も予想されるため一層の増
加が期待さ劃るところである。

さて以上，今後の展望についての若干の言及を図ったが，あらためて整理すると，次のように要約
できよう。

光産業の昭和61年度における生産規模は確実に1兆円を超えると予測され，いよいよ1兆円産業と
一
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なるものと思われる。これは昭和55年度から5年間で約10倍の成長を果したことを意味する。光産業
技術振興協会の予測によれば2000年での光産業は12兆円規模にまで成長するとしている。当面，現在
の成長ペースからすれば決して遠い数字ではない。しかし，今後の光産業の発展をみるとき，いくつ
かの大きな問題点がある。そのなかでも，わが国と米国における光技術に関する問題がある。

光拉術の一っである光ファイバーは光通信には不可欠の技術要素であるが，日本と米国との間に
は，いまだにその特許権にっいて争議中である。だが今後の光通信を考えた場合，このような非技術

的側面での問題点は一早く解決されるべきである。というのも，もはやこれからは，一国だけの単独
車究だけでは限界に直面しているからであり，国際間での共同研究開発が必要とされるためである。

通信が，極めて大きな役割を有しているがゆえに，他の産業には存在しない政策的な問題もそこに
は存在するものと思われる。単に技術上の問題だけではなく，これらの課題の克服に，今後の光産業
の行方を左右するものがあると言えよう。
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結びにかえて
光ファイバーの研究開発の事例研究をベースに新製品開発の成功要因を中心に考察してきた。しか
し日本の技術水準の向上，国際競争の激化は技術開発，研究開発環境を大きく変化させてきている。

光ファイバーの研究開発の成功要因が今日にも適合するという保証は何もない。一部の技術分野で世
界のトップに踊り出た我が国は，先行的開発目標を自己設定する必要があり，そうした役割を担う立
場に立ってきている。国際協調，国際協力の展開は「国運を賭ける研究開発」といった使命感に変わ
る新たな使命感の醸成が必要となってきている。同時に国際的共同開発研究のマネジメントが新製品
研究開発にとって重要課題となってきている。そうした観点から本研究で抽出された新製品開発の成
功要因は再解釈しなければならない。

また幾っかの研究課題も残されている。研究開発方方式，中で共同研究開発のあり方と研究開発テ
ーマないし技術，製品特性との関連問題である。すなわちどのような研究開発テーマ，技術，製品特
性がどのような研究開発方式に連合するのかという問題である。光ファイバーの事例研究についても
海外進出，国際間の共同研究開発が展開されてきている。なかで，国際化と研究開発の関連，ここで
取り上げられなかった商品化，事業化への展開，そして他の光関連製品の開発に伴なう光事業の形成
プロセスなどは重要かつ魅力的な研究課題であり，今後の課題としたい。（17）
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