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ブロードバンドサービスの動向

ブロードバンドサービス契約者数の

推移として，半年ごとのFTTH（Fiber

To The Home）とDSLの契約者純増

数を比較してみますと，当初ブロード

バンドサービスの牽引役であったDSL

は，2006年４月以降から純減を続け

る一方，FTTHは経済状況を反映し

た減少傾向が多少あるものの安定した

純増を続けています（図１）．

この純増数の推移は，FTTHとDSL

との月額利用料金が僅差になってきた

という要因もありますが，お客さまの

ニーズが依然として，高速・大量の

データ通信にあるといえます．こうし

た通信速度の高速化を求める背景とし

ては，YouTubeやVODおよび地上デ

ジタル放送の再送信のような映像系コ

ンテンツを含めたトリプルプレイサービ

スに対する旺盛な需要があり，今後の

さらなるFTTH普及を映像系コンテン

ツが牽引していくと想定されます．

NTTとしてもお客さまニーズに対応

するために，FTTHサービスでVOD，

CS放送や地上デジタル放送が視聴可

能な「ひかりTV」「フレッツ・テレビ」

のサービスを各々2008年３月，7月に

開始しています．

ここで諸外国のブロードバンドサー

ビス提供状況に目を転じてみると，北

米ではすでにFTTHサービスが開始さ

れ，徐々に加入者数が増加し始めてい

ます．昨年のリーマンショックに端を

発した経済危機の影響で，多少の減速

も考えられますが，本格的な普及拡大

期を迎えようとしています．

欧州では，ほとんどがDSLサービス

となっており，最近FTTHのトライア

ルが開始されました．FTTHサービス

を提供するために必要となる配線ケー

ブルの多くが直埋方式を採用している

ため，光化を進める際の土木関連の投

資が莫大となる傾向があります．現在

はFTTC（Fiber To The Curb）で
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FTTHを推進する光アクセス網技術の動向

総務省資料によると我が国におけるブロードバンドサービスの契約者
数は，2009年６月末時点で3 093万回線に到達し，その中でもFTTHは
1 589万回線となり，ブロードバンドサービス契約数全体の半数を超える
までになりました．こうしたブロードバンドサービスの主役となり躍進を
続けるFTTHについて，ブロードバンドサービスの動向，光アクセス網
技術の最新動向，今後の光アクセス網R&Dの方向性について紹介します．

あ り い ま さ ひ と

有居 正仁

NTTアクセスサービスシステム研究所　プロジェクトマネージャ

図１　FTTHとDSLの純増数比較 
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のブロードバンドサービスの提供が主

流となっていますが，今後の動向が注

目されます．

一方，アジア各国のブロードバンド

サービス提供状況では，FTTHの普及

が進んでいます．特に中国・韓国では

500万契約を突破しており，東南アジ

ア各国においてもFTTHサービスを開

始して，契約者数が順調に増えてきて

いる状況です．アジア諸国はFTTH

の普及拡大期に入ったものと考えてい

ます．

このように世界各国においても，ブ

ロードバンドサービスの主役は，徐々

にFTTHへシフトしています．

光アクセス網技術の最新動向

NTTでは，FTTHサービス（Bフ

レッツ）を2001年から世界に先駆けて

開始して以来，NTT中期経営戦略に

基づき，NTT東日本・西日本をはじめ

全グループ各社が一丸となり，積極的

なサービス展開，光設備の構築を推進

してきました．2008年３月からNGNに

よるFTTHサービス（フレッツ光ネクス

ト）を開始し，さらに，2009年３月に

はNTT単独でのFTTHサービスが1 100

万回線を突破しました．

NTTアクセスサービスシステム研究

所では，成長を続けるFTTHサービス

の展開をサポートするために，光の大量

開通を支える効率的・経済的な光アク

セス網の構築技術，構築された大量の

光設備を効率的・経済的に保守・運用

する技術，さらには本格的な光の時代

を見据え「光ならでは」の特徴を活か

した「メタル以上」を追求する光アク

セス網のグランドデザインや構築・保

守・運用技術の創出をターゲットとし

て，研究開発を進めています．以下に，

代表的な最近の研究開発事例を紹介し

ます（図２）．

（1） 配線点クロージャのスプリッタ高

収容技術

FTTHサービスの普及拡大やサービ

スメニューの増加に伴い，配線点に設

置する架空光クロージャにおいて，光ス

プリッタの設置容量が不足となる場合

があり，架空光クロージャの追加設置

図２　最近の研究開発事例 
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が必要となるという課題がありました．

そのため，配線点に設置する架空光ク

ロージャの搭載トレイ改良および光スプ

リッタの小型化を行い，光スプリッタを

従来の２倍となる８個まで収容可能と

しました．この開発により，架空光ク

ロージャの追加設置を抑制可能となり

ます（図３）．

（2） 狭隘MDF・IDFに対応したス

プリッタモジュールの開発

光スプリッタの小型化技術を活用し，

狭隘MDF・IDFに設置可能なスプリッ

タモジュールを開発しました．これによ

り，小規模マンション等への光配線方

式の導入拡大に向けて多様化する設置

形態に対する適用可能領域の拡大が期

待されます．

（3） 新たなドロップ光ケーブルの開発

（クマゼミ対策品の経済化）

西日本において，クマゼミの産卵に

よる故障が増加する傾向にあったため，

クマゼミ対策を施した物品を導入して

います．近年，クマゼミの生息域が拡

大しており，東日本にも広がることが想

定されるため，全国統一仕様となる物

品を開発しました．現行の物品は防護

壁を有する構造としており，材料コス

トや作業性の面で未対策の物品より

劣っていました．そこで，外被材料の

変更を行い，防護壁が不要となる構造

とすることにより，物品の低廉化，施

工性の向上が可能となりました．

（4） 細径低摩擦インドアケーブル

マンションなどの集合住宅における

FTTHサービスの提供方法は，集合住

宅の建物内にVDSL装置を設置して，

構内配線は既設のメタル設備を活用す

る形態でしたが，運用費の削減やさら

なる通信の高速化に向けて構内配線の

全戸光化を推進しています．光設備を

構築するほとんどのケースにおいて，既

設のメタル設備を収容している配管に

多条布設することが必要になるため，既

設ケーブルに影響を与えることがない細

径かつ低摩擦のインドアケーブルを開発

しました．メタル設備が布設された配管

に，従来のインドアケーブルは数本程

度しか通線できませんでしたが，新たに

開発した物品では，20本以上の布設が

可能となります．

（5） 新たな地下光クロージャの開発

地下光クロージャについては，需要

対応のために開発時の想定を大幅に上

回る頻繁な開閉作業が必要となり，浸

水が発生するという課題がありました．

そのため，合せ目を平面とした３分割

構造のスリーブへ変更するとともに，軸

圧縮方式を採用したケーブルポート構

造とすることにより，開閉作業による水

密性の低下を防ぐことが可能な新たな

地下光クロージャおよび既存クロージャ

用の改良エントリプレートを開発しまし

た．これにより，簡単かつ確実に施工

ができ，作業者によらず一律な出来形

を担保可能となります．

（6） 小規模ビル用FS

大量に構築された光設備の維持・運

用においては，SOや支障移転，および

故障修理にかかわる運用コスト抑制に

向けた研究開発が急務となっています．

従来，小規模ビル内の光線路試験は，

定期的に派遣する作業員の手作業に

よって行われていました．そこで，保守

図３　配線点クロージャのスプリッタ高収容技術 
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の効率化を図るため，小規模ビルに心

数規模の小さい専用のFS（Fibe r

Selector）を設置し，OTMを導入し

ている近隣の大規模ビルからケーブル監

視が可能なシステムを開発しました．作

業員を派遣することなく最大15条の

ケーブル監視を実施することが可能と

なります．

（7） 地下浸水検知高度化技術

地下光クロージャの浸水が複数の個

所で発生している場合に，浸水個所を

一度に検出可能とするため，浸水検知

モジュールの曲げ径，曲げ角度を最適

化する技術や，ファイバグレーティング

の安定した反射特性を活用し，浸水設

備の特定を容易にする目印（マーカ）

の挿入技術を開発しました．これらの

技術を活用することにより，地下光

ケーブルの保守作業について，さらなる

効率化が期待されます．

今後の光アクセス網R&Dの方向性

今までは，FTTHの黎明期および普

及拡大期を見据え，経済性・需給性

（即応性）の観点で，いわば「構築」

を主軸として研究開発を進めてきた感

があります．

今後の安定成長期を見据えた場合，

構築コストのさらなる削減に加えて，光

設備量の増大に合わせ「運用」「保全」

も考慮し，「構築」「運用」「保全」の

３つを主軸として，各項目の最大化を

図る総合的・多角的観点でトータルコ

ストミニマムを実現する研究開発を進

めていく必要があります（図４）．すな

わち，高速大容量化する光アクセスシ

ステムには，単なる高速化だけでなく既

存のGE-PONとの互換性を確保するこ

とが必要となりますし，安定成長期の

特徴であるユーザの移転やサービス移行

の顕在化に対応するため，いかに柔軟

性・機能性を光アクセス網に付与する

かが重要なポイントとなります．

また，社員の年齢構成等を考慮する

と，アクセス網にかかわる要員の減少に

直面するものと考えられます．今後，光

の設備量が更に増大することを加味す

ると，業務の効率化は避けては通れな

い喫緊の課題と考えられます．すなわ

ち，さらなる業務の効率化を実現する

オペレーション技術は，今後のアクセス

網には欠かせない要素の１つといえま

す．開通や保守稼動の省力化を指向す

るオペレーションシステムの具現化に向

けて，精緻な設備データベースを構築

する技術の確立は，これからの重要な

テーマと考えられます．

業務の効率化を実現する別の手法と

して，アクセス網のシンプル化も考えて

いく必要があります．メタル設備と光設

備の併存による保守・運用稼動は莫大

なものであり，光設備のみに簡素化で

きれば，OPEX削減という経営的な観

点からも，非常に大きな効果があると

想定されます．すなわち，サービス・媒

体の切替技術のようなネットワークマイ

グレーションを支える技術を，効率的

に研究開発することが重要なポイントで

あり，その手段の具現化が望まれます．

ま と め

日本のFTTHサービスは，ブロード

バンドサービス契約者の半数を超え，

今後も普及拡大を続けるものと想定さ

れます．今後も一層のFTTH推進と

NTTグループ各社への貢献を目指すと

ともに，研究開発成果の創出と優れた

ブロードバンドネットワークの実現に引

続き努めていきます．

◆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 029-868-6300
FAX 029-868-6400
E-mail m.arii ansl.ntt.co.jp

図４　FTTHのさらなる躍進に向けたR&Dの課題 
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