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（１）設立の趣旨

設立の背景
近年、①IT (Internet of things)化やAI(人工知能) などの情報の伝達・処理技術、
②ロボット化技術、③安全・安心・健康対応技術が発展拡大中です。
これらを支える各種の光・電子デバイス、センサ類、制御系部品、アクチュエータ・
モータ、表示機器、医療・バイオ機器などの精密部品・機器の高性能化、高信頼化、
低コスト化の要求が急激に拡大し、製品の信頼性・品質の確保や更なる向上が要
望されています。
接着剤による精密部品や微小部品の組立は、対象部品が千差万別です。手作業
個産～自動化量産まで生産方式も様々で、その要求条件も異なるため、多品種の
接着剤が使用されています。
この精密部品用接着技術は日本の得意分野でした。しかし、最近の国産接着剤
はその要求条件に合う接着剤が少なくなり、高価な外国品が使用され始めました。
また、微小接着部の接着特性の評価・解析がきわめて困難なため、接着剤の改
良や接着トラブル対策は、対症療法的に行わざるを得ないのが実情です。
精密部品・機器の高性能化や低コスト化、高信頼性・高品質の確保と維持の要求
に対応するためには、精密・微小部品の接着における技術的課題を抽出、分類、整
理し、要素技術を体系化して、一つの技術分野として確立していくことが必要です。
そこで、精密接着WG の設置を提案します。

対象分野
光、電気、磁気、電波、音響、力、熱などを利用したセンサ類や
精密部品・機器類、各種の光・電子デバイス、入出力・制御系部品、
アクチュエータ・モータ、 表示機器、医療・バイオ機器など、広範囲
な部品や機器に使用される精密接着技術を対象とします。

WG 参加メンバ
下記の企業（産業側）と関連する大学・公的研究機関の研究開発技術者

①上記対象分野の部品・機器製造企業およびそのユーザ企業
②精密部品用接着関連材料の製造・輸入・販売企業
③精密接着技術関連の機器製造・販売企業、評価技術関連企業

（２）実施計画ロードマップ

精密接着WGの実施計画線表
実施項目/内容

2017

① 技術課題のリストアップと分類
（抽出、分類、整理）

② 技術課題の実施内容(案）作成

2018

2019

2017.12.5 第3回講演会
実施計画ロードマップの討議
2018.2.2 第4回講演会
実施内容(案)の討議

③ 参加企業募集・決定
④ 実施課題の決定と実施内容の具体化
⑤ 技術課題の遂行
⑥ 報告
・随時、進捗・結果報告会など開催
・WG活動終了時、総合シンポジュウムを開催

2018.2.3～2018.5.11

2020

精密接着の技術課題の実施内容(案）
課題

評価項目/実施内容（案）
（１）微小位置ずれと微小変形の評価・解析

課題Ⅰ

【評価・解析技術】

（２）接着特性（強度と接着部破壊など）の評価・解析
（３）耐久性評価法の検討
（1）市販精密接着剤の特性評価試験の実施

課題Ⅱ

【市販精密接着剤】 （2）最適な精密接着剤の選定法とその最適な使用法の調査・検討
（1）潜在ニーズの情報の調査
課題Ⅲ

（2）精密接着技術の調査

【技術情報】

（3）最新の市販精密接着剤のリスト作成
（4）技術交流会/講座・講演会/商品・研究技術者紹介会の開催
（5）上記のデータベース化

課題Ⅰ 【評価・解析技術】
（１）微小位置ずれと微小変形の評価・解析
[評価項目]
（１）接着部に作用する内部応力*による部品の微小位置ずれと微小変形
*硬化過程の収縮・熱応力、接着プロセスや部品使用時の温度変化による熱応力、吸水/吸湿など

（２）応力緩和の評価法、緩和条件の最適化
（３）応力緩和、使用環境（温・湿度）、自重、外力などによる経時的な微小クリープ変形や
クリープ破壊

[実施内容]
（１）内部応力による微小位置ずれと微小変形：
影響する因子**と影響度のシミュレーションによる評価と実験との対応検証
**クリアランスの大きさと偏心具合，隅肉接着の塗布量，塗布状況のアンバランス，接着層の厚さ，極薄層など

（２）微小クリープ変形・破壊：
応力緩和の評価（実験）と解析（シミュレーション）
（３）硬化時の内部応力発生プロセス：
体積収縮率とヤング率の経時変化のデータ収集
（アクロエッジ社の装置の改良で、ヤング率の経時変化を体積収縮率と収縮応力の経時変化データから算出）

（４）精密接着工程における位置ずれと変形防止技術の開発：上記①～③を活用
（５）nmオーダの寸法安定性評価装置の開発

課題Ⅰ 【評価・解析技術】
（２）接着特性（強度と接着部破壊など）の評価・解析
[評価項目]
（１）微小部品の接着強度評価法 （実装試験法）
壊れやすく、接着強度測定困難な微小接着部材*
*静的強度試験では部品が先に壊れるが、クリープ試験では部品を破壊させずに接着部が破壊するような物
（例： コーティング膜面接着において、静的強度試験ではコーティング膜が先に剥がれてしまうが、
接着部にクリープ力が加わると膜は剥がれずに接着部で壊れるような物）

特殊な材質/表面状態の被着体、試験片作製・評価が困難な微小接着部品
（２）硬化収縮によるばらつき、それに伴う接着強度のばらつきの関係評価
（３）硬化率の判定法、硬化時間のばらつき
（４）量産における精密接着部の非破壊検査法
（５）薄膜状態での物性・接着力評価法
[実施内容]
（１）微小接着部の評価技術の開発
超微量（1μl以下）、超薄膜（1μm以下）の硬化特性は特異か？を検証実験
（２）微小接着評価装置の開発と標準化
（３）技術的裏付けのある試験法や評価法の標準化

課題Ⅰ 【評価・解析技術】
（３）耐久性の評価法の検討
[評価項目] → [実施内容]
（１）部分（微小）はく離発生による微小位置ずれ、変形の評価法
→シミュレーション解析
（２）精密接着部品の水分による強度劣化の予測
→シミュレーション解析
接着部の水分濃度分布の経時変化のシミュレーション
接着厚さの影響、界面での拡散係数は求められるか？

（３）部分（微小）はく離発生部の解析技術
→探傷液、X線CTなどの非破壊検査方法の検討
WG参加企業の現物部品で，欠陥サンプル評価

（４）実環境に対応した促進試験法の確立と標準化

課題Ⅱ 【市販精密接着剤】
特性評価と選定法・使用法の検討
[実施内容]
（１）市販精密接着剤の特性評価試験の実施
→ 特性表を作成、データベース化
（精密接着剤は多品種・特殊機能、高価格・少量使用で輸入・海外品が多く、
物性データ不足。高価で使用量が少なく、メーカーの協力は期待できない）

（２）最適な接着剤の選定法とその最適な使用法の調査・検討
→ 調査・検討結果をまとめ、データベース化
（高品質な精密部品機器を多量に短時間で製造、低コスト化、高信頼性・高品質の実現）

①接合部品に適合した接着剤の選定法の検討
②最適な接着剤の使用方法の調査・検討
・精密接着工程：精密塗布（位置・量）のコントロール法、貼り合せ法
・硬化方法（低温高速接合、内部加熱など）と条件の最適化
・簡便な粘度コントロール方法（ユーザーサイド）
・接着剤毎のアプリケーションシステムの検討
・接着剤の良否判定法（受入れ検査に有効）
（外資系接着剤メーカーの技術サービス不足を補う））

課題Ⅲ 【技術情報】
調査と開示
[実施内容]
（１）潜在ニーズ情報の調査
（精密部品の組立メーカが困っている事象や要求仕様とその対処法）

（２）精密接着固定性技術の調査
質の高い信頼性の研究事例や技術的に中身のある開発事例の調査掘起
（接着層厚みの安定性、小フィレット性（側面への接着剤這上がり）の有効性に関する情報）

（３）最新の市販精密接着剤や関連機器のリスト作成
（精密機器用接着剤のメーカ・品種リスト・銘柄・商品紹介、特性ﾃﾞｰﾀの収集）

（４）技術交流会/講座（ｾﾐﾅ）/講演会/商品紹介会の開催
（精密接着技術に関する要素技術/接着剤メーカ/技術者・研究者紹介）

（５）上記項目のデータベース化、ネット公開
（接着剤データブック、精密接着技術ハンドブックなどにデータ提供）

（３）今後の予定
１) 今年度の実施計画
・課題を分類・体系化、実施内容（案）のロードマップ作成
第３回講演会時（12月5日）に、研究会会員でたたいてもらう。
・技術課題の実施内容(案）作成
第4回講演会時（2月2日）に、研究会会員でたたいてもらう。
・参加メンバ-募集とメンバー決定（関連する非会員企業にも参画依頼）
募集期間：2月3日～5月11日（総会・第1回講演会前まで）
２)来年度の実施計画
・実施課題の決定と実施内容の具体化
・技術課題の遂行 下期から

上期中

３）活動期間とシンポジウム開催など
・活動期間は ３年程度
・技術交流会や技術発表会等を適時開催（構造接着研究会関係講演会）
・WG活動状況（結果）を研究講演会，シンポジウムで報告すると効果的
・接着業界全体が発展できる，オープンな議論できるような場
・日々の業務で生じた課題を持ち寄り，解決のためのアプローチを参加者で議論できる進め方を希望。
WGとして大流となるテーマはないかもしれないが，夫々の分野で抱える課題を共有するだけでも有意義な活動となる。

・活動終了時に総合シンポジウムを開催

（４）WG活動庶事(案)
1) WG参加費： 無料とする。
2) WGへの入退会
現在の研究会会員がWGメンバーになる場合： 発足時入会を原則とする。
新規研究会入会メンバー： WGへの途中入会は可能とする。
WGの途中退会： 可能。ただし、再入会は認めない。
活動上必要で参加要請をする場合： 研究会非会員でも可能する。
３) 活動の場所、頻度・時期
未定：希望調査
研究講演会（年4回）やシンポジウム（年1回）の前日や翌日
他の行事日程に無関係に実施内容によって決める。 その他。
４) 活動の遂行
解析や評価： 学術会員の大学や研究機関に協力いただけるか
外部機関に依頼するか。 ただし、費用との関係有り
WGメンバーで実施可能な内容は、極力メンバーで分担いただきたい。
5) 秘情報の扱い 機密情報は扱わない。守秘義務契約も交わさない。
6) メンバーの役割
Give & Take を原則とする。（情報収集のみの参加は避けて欲しい）
活動、討議に積極的に取組む。

参考資料
（１）情報通信用光部品における検討課題の事例
（２）精密接着剤の製造・販売メーカ

情報通信の発展と
光部品組立用精密接着剤への要望
現代の高度情報化社会は、①大容量・高速通信を可能にする光通信技術と
②大規模電子回路（LSI）のシリコン集積回路技術によって支えられています。
近年、インターネットの爆発的な普及などで光通信のトラフィックが急激に増大*、
光通信システムで使用される高品質で低廉な光通信用光部品の大量供給が益々
必要となっています。
また、近年、シリコン集積回路技術を用いて、光回路と電子回路を一体化し、超小
型光・電子融合部品(シリコンフォトニクス部品）を低コストで生産できることが可能と
なり、高機能と低コストの両立による経済化が期待されている。 そのために、部品
組立工程が簡略化できる接着剤を用いたNon-Hermetic実装技術の開発が要望さ
れています。
また、屋内のみで使用されていた光・電子デバイスの適用領域が、温湿度環境が
厳しい屋外まで拡大され、高耐湿性接着剤の開発が課題となっています。
*光ファイバの情報容量
400Mbit/s ⇒（過去30年間）⇒ 8Tbit/s ⇒（将来30年間）⇒ 1Pbit/s
（未来⇒1Ebit/s、EXA=1018）

最近の精密接着剤の製造・販売メーカ
（海外メーカが多い）
スリーボンド
デンカ
東亜合成（ICIｼﾞｬﾊﾟﾝ）
ロックタイト
サンエイテック
テスク
NTT-AT
オプトサイエンス
ケミテック（カネカ）
グルーラボ
リンテック
協立化学
ダイキン工業
横浜ゴム
味の素ﾌｧｲﾝﾃｸﾉ

大日本ｲﾝｷ
ｹﾐﾃｯｸ
長瀬産業
セキスイ
アデカ
高圧ガス**
MSｱｰﾃﾞﾙ
ｹｰｴｽｴﾑ
ナミックス
ｻﾝﾗｲズ
アペックス
デンカ
ダイセル
ハイソル

Henkel（ABLESTIK)
MicroCoat Techno
MY POLYMERS
Angstrom Bond
ACW
Luvantix
KISCO
3M
Polytec PT
DEXERIALS
Novachem
GC America
Parson Adhesive
Dixson

DYMAX
MASTER BOND
Novachem
Polytec
Delo
Permabond
GC America
Epoxonic
Norland
Micro Coat
EMI
Panacol
Epoxy Technology
Vitralid

赤：製造販売
黒：製造販売、銘柄少ない
茶：販売代理店
灰色：UV硬化接着剤（ある程度の精密固定は可能）

微小位置ずれと微小変形の事例
光部品における精密固定精度（従来:±2-3μm、近年：0.2-0.5μm）
ﾌｧｲﾊﾞｱﾚｲ組み立用U V 接着剤
（ﾌｧｲﾊﾞのＶ溝部固定）

ﾌｨﾙﾀ固定用U V 接着剤
光導波路-ﾌｧｲﾊﾞ
結合用U V 接着剤

ﾎﾟﾘｲﾐﾄﾞ製光導波路

光ﾌｧｲﾊﾞ

金属ｹｰｽ
光部品用シール材

光学ﾌｨﾙﾀ

ﾌｧｲﾊﾞｱﾚｲ

ﾌｧｲﾊﾞ固定用U V 接着剤

補強板固定用U V 接着剤

NTTアドバンステクノロジ 技術資料

微小位置ずれの事例
光部品における精密固定精度（従来:±1-2μm、近年：±0.2～0.5μm）
現用の光部品
従来の精密固定精度の要求値の例

集積型AWG

鈴木ほか、ＮＴＴ技術ジャーナル、ｐ.8（2005.5）
金子ほか、ＮＴＴ技術ジャーナル、ｐ.20（2005.5）

最近次世代の極微小シリコンフォトニクス部品

村田、光技術コンタクト、36（4）ｐ.202（1998）

蔵田和彦、ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ実装学会誌、17（4）ｐ.286（2014）

光部品の精密固定実施例

1993-1998年 情報通信学会報告から

#

光結合部品（光結合方法）

光結合部の許容位置ずれ量

Ref.（情報通信学会大会予稿集）

1

LDとファイバの結合（球レンズ使用）

光軸方向5/19μm、光軸⊥方向25/220μm →0.5dBトレランス

日立/北沢知之ほか
1983半導体・材料部門全国大会 330

2

LDとファイバの結合（2個の球レンズ使用）

3

LDとレンズ付ファイバの結合（球レンズ使用）

4

PDとペリカンビルファイバの結合

5

光変調器/DFDレーザ集積化光源とファイバの結合
（先球GRINロッドレンズ使用）

6 LDとファイバの結合（非球面プレスガラスレンズ使用）
半導体光AMPとファイバの結合（先球面集束ロッドレン
7
ズ使用）
LDアレイとファイバアレイの結合（マイクロレンズアレイ
8
使用）
9

LDアレイとファイバアレイの結合

10

WGとファイバアレイの結合（局所モードフィールド変換
WG使用）

11

テーパ導波路レーザとファイバの結合

12

先球コアレスファイバとLDの結合

14

PDとDSCファイバの結合

15

PDアレイと斜め研磨ファイバアレイの結合

NTT/橋本浩平ほか
1987半導体・材料部門全国大会 398
NTT/野口一人ほか
光軸方向275μm、光軸⊥方向5.2μm →0.5dBトレランス
1987半導体・材料部門全国大会 399
富士通/及川陽一ほか
光軸方向12μm、光軸⊥方向11μm →0.5dBトレランス
1989秋季全国大会 C-223
富士通/森和行ほか
光軸⊥方向3.8μm →0.5dBトレランス
1989秋季全国大会 C-181
松下電器/田中康弘ほか
光軸方向±40μm、光軸⊥方向±2μm →0.5dBトレランス
1989秋季全国大会 C-237
日本電気/本望宏ほか
光軸方向70μm、光軸⊥方向±2μm →0.5dBトレランス
1989秋季全国大会 C-238
富士通/中川剛二ほか
光軸方向14/150μm、光軸⊥方向1.2/6μm →1dBトレランス
1993春季全国大会 C-177
富士通/佐々木誠美ほか
整列精度 ±3μm（±1dBトレランス）
1993春季全国大会 C-178
NTT/柳沢雅弘ほか
整列精度 ±2.6μm（1dBトレランス）
1993春季全国大会 C-240
富士通/山本毅ほか
光軸方向±14μm、光軸⊥方向±2μm （1dBトレランス）
1995ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｿｻｲｴﾃｨ SC-1-4
宇都宮大学/小山直人ほか
光軸方向±17μm、光軸⊥方向±1.3μm （1dBトレランス）
1991秋季全国大会 C-207
NTT/赤津祐史ほか
光軸方向±5μm、光軸⊥方向±2μm （1dBトレランス）
1995総合大会 C-387
NTT/高原秀行ほか
光軸方向±4μm、光軸⊥方向±1μm （結合損0.4±0.1dB）
1995ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｿｻｲｴﾃｨ C-184
NTT/村本好史ほか
光軸方向±17μm、光軸⊥方向±2μm （1dBトレランス）
1995ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｿｻｲｴﾃｨ C-283
東芝/小楠正大ほか
光軸方向±20μm、光軸⊥方向±1.2μm （1dBトレランス）
1996ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｿｻｲｴﾃｨ C-208
NEC/東川公和ほか
光軸方向10±5μm、光軸⊥方向±1.5μm （結合損7dB以下）
1996ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｿｻｲｴﾃｨ C-202
松下電器/光田昌弘ほか
光軸方向30μm、光軸⊥方向±20μm （結合効率低下 5％以内）
1997総合大会 C-3-70
光軸方向10/68μm、光軸⊥方向0.7/1.6μm →1dBトレランス

16

PDとDSFファイバの結合

17

LDとファイバの結合（ドラムレンズとPCロッド使用）

18

表面実装型LDと先球ファイバの結合

19

LDとファイバの結合（レンズ使用）

20

先球SMファイバとLDの結合（Si-V溝基板）

光軸方向24μm、光軸⊥方向±1.5μm （結合損7dB）

21

収束型ロッドレンズとLDの結合

光軸方向±30μm、光軸⊥方向±2μm

22 先球ファイバとLD光ゲートの結合（ｴﾎﾟｷｼ接着剤固定）

光軸⊥方向±0.8μm

23

テーパ付先球ファイバと光スイッチ導波路の結合
（Siピンホール付ガイド）

光軸⊥方向±0.5μm

24

LD/PDとファイバの結合
（GRINロッドレンズ、樹脂成型SCレセプタクル）

光軸⊥方向±0.5μm

25

光学部品のUV接着剤による精密固定装置

固定位置精度±0.5μm、0.1mrad

NEC/木村直樹ほか
1996ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｿｻｲｴﾃｨ SC-5-6
東洋通信/田中啓之ほか
1997ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｿｻｲｴﾃｨ C-3-90
NTT/照井博ほか
1989秋季全国大会 C-215
日立/加藤猛ほか
1987半導体・材料部門全国大会 401
浜松ホトニクス/藁科禎久ほか
1995総合大会 C-188
N.Maan,PT
Werktuigbouw,43(10)pp.47-51(1988)

モジュール
1.3μmﾓﾆﾀ内蔵ｱﾅﾛｸﾞ伝送用半導
体ﾚｰｻﾞ
LDﾓｼﾞｭｰﾙ
LDﾓｼﾞｭｰﾙ
高速光受信器
光変調器/DFBﾚｰｻﾞ集積化光源
半導体ﾚｰｻﾞ/単一ﾓｰﾃﾞﾌｧｲﾊﾞ
半導体光増幅器のﾌｧｲﾊﾞ結合
LDｱﾚｲ/ﾌｧｲﾊﾞｱﾚｲ
LDｱﾚｲ/ﾌｧｲﾊﾞｱﾚｲ
高n石英系WG/低損失ﾌｧｲﾊﾞ
ﾃｰﾊﾟWG/ﾚｰｻﾞ
LD/先球ﾌｧｲﾊﾞ
PD/ﾌｧｲﾊﾞ（DSF)
PD/斜め研磨ﾌｧｲﾊﾞｱﾚｲ
PD/ｸﾘｰﾌﾞﾌｧｲﾊﾞ
LD/ﾌｧｲﾊﾞ
LD/先球ﾌｧｲﾊﾞ
LDﾓｼﾞｭｰﾙ（LD/非球面ﾚﾝｽﾞ/ﾌｧｲ
ﾊﾞ）
LD/先球SMﾌｧｲﾊﾞ
LD/ﾚﾝｽﾞ
LD/先球ﾌｧｲﾊﾞ
光ｽｲｯﾁWG/先球ﾌｧｲﾊﾞｱﾚｲ
受発光素子/ﾛｯﾄﾞﾚﾝｽﾞ/ﾌｧｲﾊﾞ
光学部品の精密固定

微小位置ずれの事例
Tolerance characteristics of the micro-ball lens： ±1μm
変位 ΔＹ

光結合損失の増加（dB ）

LD

16
14
12
10
8
6
4
2
0

マイクロボールレンズ

光ファイバ
接着剤 第二レンズ

0
1
-2
-1
2
固定位置、ΔＹ（μｍ）
M.Suzuki, T.Nakanishi et al., Proceedings of the 40th Electronic Components and
Technology Conference, pp.200-205(1990)

微小位置ずれと微小変形の事例
UV接着剤で精密固定したマイクロボールレンズ

（ａ）精密固定用接着剤でマイクロボール
レンズを固定したLDモジュール
（接着剤厚さ 約100μmで±0.2μm）
M.Suzuki et al., Proceedings of the 40th Electronic
Components and Technology Conference, pp.200-205(1990)

（ｂ）マイクロボールレンズを
固定したLDモジュールの温度特性

微小位置ずれの事例
光部品における精密固定精度（従来:±2-3μm、近年：0.2-0.5μm）
精密接着剤を用いて受発光素子を精密固定した光モジュール

光ﾌｧｲﾊﾞ
High-strength
epoxy
高強度ｴﾎﾟｷｼ樹脂
(熱硬化Ep系接着剤）

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾓｰﾙﾄﾞｹｰｽ

受発光素子
UV-curable Precision adhesive
(UV硬化Ep系精密接着剤、
U V 硬化精密接着剤
硬化収縮率 1-2％)

光軸⊥方向±0.5μm
G R IN ﾛｯﾄﾞﾚﾝｽﾞ

浜松ホトニクス/藁科禎久ほか、1995総合大会 C-188
T. Warashina et. al., 1998年電子情報通信学会、 C-3-13

微小部品の耐久性劣化の事例
光コネクタにおけるナノクリープ変形（規格：変形≦50～100nm）
光ｺﾈｸﾀにおける光ﾌｧｲﾊﾞの突出/引込ﾒｶﾆｽﾞﾑ
ｼﾞﾙｺﾆｱﾌｪﾙｰﾙ接着剤
③引張・圧縮

①圧縮

光ﾌｧｲﾊﾞ心線
SUS

光ﾌｧｲﾊﾞの引込/突出

50-100nm

①光ﾌｧｲﾊﾞの突出 ≦100nm

②捩れ
以下 *

②光ﾌｧｲﾊﾞの引込 ≦50nm

* GR326 Service life test
GR1221 equivalent test

微小部品の耐湿性劣化の事例
光部品と光ファイバの接着接続部のサブミクロンオーダの剥離
Fiber end face test(光路結合部モデル試験法）
Glass plate (PLCを想定）

ミクロな剥離の発生もないこと
村田則夫、1996年電子情報・信学会総合大会、SＣ-5-1

微小部品の耐湿性劣化の事例
光ファイバアレイにおける微小接着界面剥離、
接着層の亀裂

Ｖ溝固定部

根元固定部

光導波
回路素子
光ﾌｧｲ
ﾊﾞ

閉空間充填系の光部品例（光ﾌｧｲﾊﾞｱﾚｲ：ﾌｧｲﾊﾞのV溝固定部）

ファイバアレイの構造

121℃100%RH100h処理後
ファイバアレイV溝部に
気泡状の剥離が発生

121℃100%RH100ｈ処理後、
剥離（気泡）発生

山内一美ほか、
2012年電子情報通信学会 ソサイエティ大会

微小部品の耐久性劣化の事例
光コネクタにおける光ファイバの破断
Adheisive

Zirconia Ferrule
SUS
Peeling
Bare fiber

引
張

Air
bubbles

Corrosion of glass
Optical fiber

Water
捩れ

Stress

Stress

Occurrence of peeling (bubbles) in the bare optical fiber part

Scratches growth rate Large

Moisture intrusion into optical fiber surface

ﾌｪﾙｰﾙ

Water is adsorbed to scratch the tip portion of the optical fiber surface

Scratches growth rate increase

Optical fiber fracture

光ﾌｧｲﾊﾞ心線

接着部の剥がれ
(PC121℃100％RH100ｈ）

参考文献：松本三千人他、信学技報、CS84-18（1984）pp.1-8、
P.W.France et.al., J.Materials Sci., 15,pp.825-830(1980)、
A.Koike, Rea.Reports Asahi Gla Co.,Ltd.,55,pp.39-44(2009)

微小部品の耐久性劣化の事例
微小レンズアレイ/レンズなどの微小部品固定部における
硬化時や温度変動時の剥離やクラック発生、位置ずれ
光学部品（レンズアレイ、プリズム、ミラー）や
電子部品などの微小部品
剥離

クラック
基板

剥離

レンズ

クラック

