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背　景

近年，フレッツ光等の光アクセスサー
ビスの増加と光サービスエリアの拡大に
伴い，光設備量が増加しています．図
１に標準的な光設備の構成を示してい
ますが，サービス品質確保の観点から，
この光設備の効率的な運用がますます重
要になっています．
この課題に対応するため，①地下設

備保守効率を向上させるための地下配
線設備識別技術，②SO工事においてス
プリッタ下部心線の現用・非現用を確
認するための架空光配線設備識別技術，
について検討および開発を行いました．

地下配線設備識別技術

■現状の問題点

地下の接続部には，通信用とは別の
光ファイバ心線（保守用心線）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２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，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，OTDR（Optical
Time Domain Ref lectometer） を
使って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しています．
現在，保守波長として1 650 nmを使

用していますが，１カ所浸水故障が発生
すると，浸水による曲げ損失がOTDR

のダイナミックレンジを上回り，そこよ
り遠方の浸水を監視できなくなります．
また，OTDRのパルス試験でNTTビル
から浸水設備までの距離は確認できます
が，マンホールが近接した場合は浸水設
備の特定が困難です．このことは，改修
作業の即応性に大きな影響を与えてい
ます．
■浸水検知モジュールの損失抑制

今回開発した，新型浸水検知モジュー
ルの外観を図３に示します．従来品は浸
水すると挟み込んだ光ファイバに側圧が
常にかかっている構造になっていました
が，新型浸水検知モジュールは両サイド
にストッパーを設け，挟み込んだ光ファ
イバの間に一定の間隔を保持し，過度
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図１　設備構成 
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光サービスの拡大・多様化に伴い，増大する光設備の効率的な運用に向け，地下

光設備の保守効率を向上させる浸水検知モジュールの高度化，および所外光スプ

リッタ下部心線を識別する現用・非現用確認ツールの開発に取り組んだ「光設備運

用の高度化を図る所外光配線設備識別技術」について紹介します．
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図２　浸水検知技術 
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な圧力がかかるのを抑制しています．ま
た，光ファイバ心線に曲げを加える曲げ
部の形状の見直しを行い，曲げ径を緩
和しています．これらの対策を行うこと
で，浸水時の確実な損失発生と過剰な
損失の抑制を両立できました．この新型
浸水検知モジュールを使用することで，
２カ所以上の浸水を一度に検知するこ
とが可能になります．
■保守用心線へのマーキング技術

浸水位置の特定を容易とするため，何
らかのかたちで保守用心線にマーカ（目
印）を付加することを検討しました．
マーキングを行う方法としては，損失，
反射，歪等の候補を検討しましたが，①

通常使用されているOTDRで検知可能
なこと，②保守線路長（OTDRのダイ
ナミックレンジ）に影響を与えないこと，
③実現する手段が複数あること，などの
観点から反射を採用することとしました．
保守用心線にマーキングを行うマーカ
を図４に示します．地下クロージャの心
線収納トレイに収納するため，融着ス
リーブと同程度の大きさとなっています．
両端に４心の光ファイバテープ心線を有
し，保守用心線に融着接続で割入れ接
続を行い適用します．マーカの内部には
FBG（Fiber Bragg Grating）描画
された光ファイバ心線を内蔵しており，
反射減衰量を抑制することでMTコネク

タより大きな反射量を確保しています．
これにより保守用心線において目印とし
て機能することが可能となっています．
■新型浸水検知モジュールとマーカの適用

新型浸水検知モジュールとマーカを使
用した模擬線路とその模擬線路に対
してOTDRで試験を行ったときの測
定波形を図５に示します（測定波長：
1 650 nm，パルス幅：100 ns）．
図５においてA点をとう道下部の第１

マンホールとします．この第１マンホー
ルにマーカを設置することで，測定波形
に反射が発生し，これを浸水検知のため
の基準点と考えます．このとき，浸水の
発生したB点とA点の距離を測定し，そ
の距離を第１マンホールから下部のマン
ホールの距離と比較することで，浸水し
たマンホールを特定することが可能です．
この模擬線路の場合は測定波形を確認
することで，B点はA点から約110 ｍ下
部にあるマンホール，C点はA点から約
460 ｍ下部にあるマンホールと特定でき
ます．すなわち，保守用心線において線
路長の誤差の大きな地点にマーカを設置
することで，そこから下部の浸水設備の
検知精度を向上させることが可能です．

架空光配線設備識別技術

■架空光配線設備の識別性の課題

BフレッツをはじめとするPO N
（Passive Optical Network）を用い
た光サービスの提供により，ブロードバ
ンドサービスを利用するお客さまが年々
増加しています．そのような中で光アク
セス網の建設および保守において，作業
者は現場で多くの光ファイバ心線から作
業の対象となる光ファイバを正確に特定
する必要があります．
しかしながら，PONの網構成では，

所外光スプリッタ下部の区間においては，
各分岐線路に光パワーが等配分されるた
め，従来の光心線対照器を用いた方法
での判別は困難であり，とりわけ光サー

図３　新型浸水検知モジュール 図４　マーカ 
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ビスの開通工事においては，現用回線の
誤切断を回避するためにも，該当光ファ
イバ心線が現用か非現用かをその場で判
別できることが求められています．
■所外光スプリッタ下部の現用・非現

用確認ツールの開発

今回，私たちは，架空光配線区間の
所外光スプリッタ下部心線において，該
当光ファイバ心線が現用か非現用かを判
別するツールを開発しました．
NTTでは，光線路の建設・保守の効

率化を目的とした光線路試験システムが
導入され，1 650 nm 帯の試験光を用い
たインサービス試験を行っています．そ

のため，現用回線では光線路の終端付
近に試験光遮断フィルタ（フィルタ）が
設置されているので，所外光スプリッタ
下部地点において，光線路の終端に設
置されているフィルタの有無を確認する
ことで，該当光ファイバ心線の現用・非
現用の判別が可能となります．
■開発品の概要

今回開発した，現用・非現用確認
ツールの技術概要を図６に示します．現
用・非現用確認ツールは，試験光の光
源となる送信部と試験光を検出する受
信部から構成されます．フィルタで強
く反射される波長（λ1：1 650 nm）

とフィルタ反射帯域外の波長（λ2：
1 625 nm）の２つの波長を用いた試験
光を所外光スプリッタの上部から送信部
を用いて入力します．次に，所外光ス
プリッタ下部地点において，受信部によ
り，光ファイバ心線に曲げを付与し，光
線路の遠端からの反射光を曲げ部近傍
に配置した受光素子（PD）によって漏
洩光を検出します．
図７に示すように遠端にフィルタがあ

る場合は，λ1の試験光は強く反射され，
λ2の試験光は，フィルタ反射帯域外の
ためλ1と比較して少ない反射量となり，
λ1とλ2の反射量の差は大きくなりま
す．遠端にフィルタがない場合は，λ1，
λ2の試験光の反射量はともに少なく，
両波長の反射量の差は小さくなります．
よって，受信部で検出するλ1とλ2

の反射量の差分を求めることでフィルタ
の有無が判別可能となります．現用・非
現用確認ツールの外観を図８に示します．
送信部は，1 650 nm帯および1 625 nm
帯の２波長の光源を有しており，電池，
もしくは100 VのAC電源で動作します．
受信部は，光ファイバ心線に加えた曲げ
により漏洩する試験光を検出する機能を
有しており，架空光クロージャ内での作
業環境を考慮し，曲げ部のヘッドを小さ
くするとともに，電池により動作します．
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図６　現用・非現用確認ツールの技術概要 
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図７　試験光遮断フィルタの遮断特性 
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現用・非現用確認ツールは，以上の
機能とフィルタ反射特性の波長依存性
を利用して，架空光配線における所外
光スプリッタ下部心線の終端にあるフィ
ルタの有無を判別します．
■具体的使用方法

現用・非現用確認ツールを使用した
作業イメージを図９に示します．具体的
には，Bフレッツに代表されるPONを用
いた光サービスの開通時に下記の作業を
実施します．
① 送信部を持った作業者は，NTT
ビル内の光配線架の試験ポートから
工事の対象となる光ファイバ心線に

試験光を送出します．
② 受信部を持った所外作業者は，
光ドロップケーブルを架渉する引落
柱において，該当の所外光スプリッ
タ下部の光ファイバ心線を受信部に
挟み込み，漏洩する試験光を検出
し，現用か非現用かを確認します．
③ 非現用であることが確認できまし
たら，該当の光ファイバ心線を切断
し，光ドロップケーブルと接続し
ます．
このように現用・非現用確認ツールを
用いることで，工事の対象となる光ファ
イバ心線が現用であるか，非現用である

かを容易に判別することができます．と
りわけ開通工事の効率化を目的とし，事
前に所外光スプリッタと下部の架空光配
線を接続している場合は，誤切断の回
避，サービスの信頼性向上，開通工事
稼働のさらなる効率化を図ることが可能
となります．

今後の予定

今回開発した新型浸水検知モジュー
ルは2009年7月より導入されています．
また，マーカについても適用方針を検討，
整理したうえで導入を行う予定です．
現用・非現用確認ツールは，2009年

度内の導入を予定しています．今後は，
さらなる光設備の識別性向上を目指し
た技術開発に取り組んでいきます．
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（後列左から）榎本 圭高/ 中澤 賢一

（前列左から）荒木 則幸/ 藤本　 久/ 

山根 俊和

今後も光設備の保守運用業務の効率化に
向けた技術開発を進めていきます．

◆問い合わせ先
NTTアクセスサービスシステム研究所
第二推進プロジェクト
TEL 029-868-6350
FAX 029-686-6360
E-mail t.yamane ansl.ntt.co.jp

図８　現用・非現用確認ツール 

心線対照 
ボタン 

現用・非現用 
確認ボタン 

光出力端子 
（SCコネクタ） 

トリガ 

曲げ部 

LCD

送信部 受信部 

図９　現用・非現用確認ツールを使用した作業イメージ 
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