
背　景

2010年3 000万光アクセスの実現に

向けて，設備構築コスト削減に加えて，

開通・支障移転・保守等，光媒体網

にかかわる運用コストの抑制が必要で

す．具体的に各運用業務について考え

ると，光サービスをお客さま宅に提供す

るため開通工事においては，NTTビル

内で伝送装置と所外光ケーブルを接続

するための配線架まで所内光配線作業

を行い，所外ではクロージャからお客さ

ま宅まで光屋外線等の配線作業を行い，

ONU（Optical Network Unit）を

取り付け，正しく工事できたか試験を

実施します．また道路工事等に伴いケー

ブルルートを変更する支障移転工事に

おいては，移転先のケーブルを布設後，

移転元となる光ファイバを特定し，該

当心線の切断および移転先のファイバ

と接続する心線切替作業を行い，正し

く接続されたか試験を行います．さら

に，保守業務では，お客さまからの故

障申告により故障個所を迅速に特定

し，速やかに修理を行い，正しく修理

されたか試験を行います．また定期的

に試験を行い，故障する前に修理を行

う予防保全も行います（図１）．

光媒体網にかかわる各運用業務のコ

ストを抑制するには，作業しやすい物

品に加え，所内外の光配線設備の管

理・識別や光線路試験の効率化が必

要です．そこで，配線管理・識別技術

および光線路試験技術の研究開発動

向について紹介します．

配線管理・識別技術

■所内光配線技術

NTTビル内の所内光配線構成を

図２に示します．所内光配線設備と

光媒体網R&Dの取り組み
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拡大する光アクセス網を支える光媒体網運用技術

図１　光媒体網運用技術 
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図２　所内光配線構成 
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して，IPサービス等を提供するOLT

（Optical Line Terminal）等の伝送

装置類，所外光ケーブルを成端する配

線架，OLT等から配線架までを配線

する所内光ケーブル等で構成されてい

ます．現在，成端架はFTM（Fiber

Termination Module） か ら IDM

（ Integrated Distribution Module）

を中心とした配線方式に移行していま

す． IDMの外観を図３に示します．

コネクタの小型化および所内光ケーブ

ルの細径化を図り，１架で4 000心収

容が可能です．また架内にBフレッツ

をはじめとしたPON方式に対応する光

スプリッタや後述する光試験装置を収

容することができます．

さらに図４に示すように，所内光ケー

ブルの両端には１心ずつ識別タグを取

り付けており，識別コードリーダを用

いてデータベースに登録することで，配

線設備の管理を容易にしています．

NTTでは，この識別タグにQRコード＊

を採用しています．

IDM導入以前に配線された所内光

ケーブルには現場で容易に後付けでき

る識別タグを開発しています(1)．後付

け識別タグとタグ取付け状況を図５に

示します．これにより，すべての所内

光配線をデータベースに登録し，設備

管理を容易に行うことができます．

■光ファイバ心線対照技術

所内および所外における作業時に，

光ファイバの誤切断や誤接続を回避す

るために，図６に示す光ファイバIDテ

スタを用いて，光ファイバの心線を対

照しています．NTTビルから通信波長

より長波長側（例えば1 650 nm帯）

でかつ変調した対照光を挿入し，通信

に影響を与えない程度に受信部の曲げ

部で光ファイバを曲げると，光ファイ

バから対照光が漏洩するので，この漏

洩光の有無で該当する光ファイバかど

うか特定することができます．また曲

げ部形状の最適化および受光素子の高

感度化を図り，曲げに弱い長波長帯を

用いた通信や外皮が厚く対照光が漏洩

しにくい所内用光コードでも対照する

ことができます(2)．

＊２次元バーコードの一種．QRコードは㈱デン
ソーウェーブの登録商標です．

図３　IDMの外観 
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図４　識別タグを用いた配線管理 
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図６　光ファイバIDテスタを用いた心線対照 
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光線路試験技術

■光線路試験システム

開通・支障移転・保守業務におい

て，各作業が正しく実施されたか評価

するため，光線路試験を行います．そ

こで，各種試験を遠隔で実施する光線

路試験システムを用いることで業務の

効率化を図ることができます．

光線路試験システムの機能を表に示

します．設備構築に加え，開通・支障

移転を含めた建設工事から，故障切分

試験や定期試験といった保守業務に関

係する各試験を行うことができます．

システム構成を図７に示します．オペ

レータが操作端末から試験を命令する

と，試験用通信ネットワークを経由し

て，光ファイバの情報を持つデータベー

スサーバを参照して，光試験装置

（OTM：Optical Testing Module）

が該当光ファイバの測定を実施し，試

験結果を操作端末に表示します．

OTMは光パルス試験器（OTDR：

Optical Time Domain Reflec-

tometor），心線対照用光源，パワー

メータ等各種光測定機能を有してお

り，IDM内に設置することができます．

試験を行う際，OTMからの試験光は

ファイバセレクタと呼ばれる光スイッチ

を用いて目的の光ファイバに接続され，

光カプラを介して光ファイバ内に挿入

されます．

またお客さま宅の伝送装置（ONU）

の直前には，試験光の波長を遮断し，

通信サービスに利用する波長を透過す

る光フィルタが組み込まれており，光

フィルタがOTMからの試験光がONU

に達するのを防ぐため，通信に影響を

与えることなく試験を行うことができ

ます．

■浸水検知技術

光ファイバ接続部が長期間，浸水す

ると光損失の増加や機械的強度が低下

します．そこで，地下の接続部には通

信用とは別の光ファイバ心線に浸水検

知モジュールが設置されています．浸

水検知モジュールは図８に示すように

光ファイバを挟み込む構造となってお

り，万が一接続部に水が入った場合に

は，浸水検知モジュール内の膨張材が

水に反応して膨らむことで，光ファイ

バに曲げ損失を与えます．そこで，光

線路試験システムのOTDRで定期的

に測定することにより，各接続部の浸

水の有無を監視することができます．

光媒体網R&Dの取り組み
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図７　光線路試験システムの構成 
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図９　波長帯域の標準化動向 
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■保守波長の標準化

図９に波長帯域の標準化動向を示

します．国際標準化機関であるITU-T

では，図に示すような波長帯域を定義

しています．また1 650 nm帯を空きも

しくは保守波長として，通信には使わ

ないことで勧告（L.41）しています．そ

こで，NTTでは保守波長として1 650

nm帯を採用しています．

■測定技術の高度化

スプリッタを所外に設置した場合，

NTTビルからOTDRで測定すると，

スプリッタ下部の複数心線からの試験

光が重なってしまうため，スプリッタ

下部の光ファイバが故障しているかど

うか判定することが困難でした．そこ

で，図10に示すように，OTDRのパ

ルス幅を細くしOTDR内部の受光回

路の帯域を広げることで，お客さま宅

に設置した光フィルタからの反射光を，

スプリッタ下部の心線長の差が３m以

上あれば識別できる技術を開発しまし

た．本技術を用いることで，あらかじ

め保存しておいた正常時の反射データ

と比較して，スプリッタ下部の光ファ

イバが故障かどうかを判定することが

できます．また本技術は開通や支障移

転時への応用も期待されています．

今後の展開

現在，所外での設備管理および試験

を容易にするため，図11に示すよう

に，携帯電話を用いた設備管理・試

験システムについて検討しています．所

外設備に取り付けた識別タグのQR

コードを携帯電話のカメラで読み取り，

データベースと通信することで，作業

現場で容易に設備情報の登録や参照

を行うとともに，試験を行うことができ

ます．さらに，RFIDタグや高度な光

計測技術を組み合わせた設備管理・識

別技術についても現在検討しています．
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図10　高分解能OTDRを用いた故障切分け技術 
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図11　携帯電話を用いた設備管理・試験システム 
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2010年3 000万光アクセスの時代に
向けて，安心してお客さまに光サービスを
使っていただけるような技術開発を，今後
も進めていきます．
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