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開発の背景

日本におけるブロードバンド契約数は
2010年３月末で約3 200万となってい
ます．そのうちFTTH（Fiber To The
Home）サービスは，約1 780万契約を
突破し，ブロードバンドサービスの半数
（55％）以上を占めています（2010年
７月６日の総務省報道資料より）．サー
ビスの多様化やFTTHサービスの普及が
進んでいる現在，架空区間に設置する

所外光スプリッタの必要数が増加してお
り，既設・新設の架空光クロージャへの
搭載数拡大が要望されています．今回，
架空光クロージャの所外光スプリッタ搭
載数を拡大し，架空設備の輻輳回避お
よび設備コストを削減する新たな架空光
クロージャの物品を開発しましたので紹
介します．

開発のコンセプト

図１のとおり光サービスをお客さま宅

へ提供する場合，一般的には適切な収
容単位に所外光スプリッタを搭載した架
空光クロージャを設置し，配線ケーブル
を経由してお客さま宅へ光ファイバを引
き込む設備構成となっています．現行架
空光クロージャへの所外光スプリッタ搭
載数は最大４個となっています．
したがって所外光スプリッタ必要数が
架空光クロージャの搭載可能数を超えた
場合は，架空光クロージャおよび光ケー
ブルの追加工事が発生し，将来的な設

スプリッタの高収容化に向けた架空光クロージャの開発
NTTアクセスサービスシステム研究所
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図１　光ファイバケーブルの設備構成 

R&D

す ず き ち ひ ろ たかはし ゆ う じ はまおか あつし た か み ざ わ かずとし ぬ ま た てつひろ

鈴木 千宏　/高橋 裕司　/濱岡 篤　/�見沢 和俊　/沼田 哲宏

架空光クロージャ 高収容 所外光スプリッタ

FTTHサービスの急激な普及・サービスの多様化に伴う架空設備の輻輳回避およ

び設備コスト削減を目指し，「所外光スプリッタモジュールの搭載数を２倍に拡大し

た架空光クロージャの実現」をコンセプトとした架空光クロージャ用物品の開発に

ついて紹介します．
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備の輻輳および設備コスト増加につな
がります．すでに設置済み架空光クロー
ジャが多いことから新設のみならず既設
架空光クロージャに対応した所外光ス
プリッタ搭載数拡大の検討が必要になり
ます．
今回の開発コンセプトは，現行クロー
ジャの空きスペースを有効活用し，現行
の架空光クロージャスペースに２倍の所
外光スプリッタを搭載することによって，
「高収容化を実現」および「高収容時に
現行と同等の作業性を実現」すること
にしました．これら２点を実現するため
の要求条件を表に示します（表）．
現在使用している架空光クロージャ

は，光需要へ迅速に対応するため，架
空光クロージャ内のパーツをモジュール
化し，接続部にはコネクタを使用するこ
とで，運用の効率化が図られています．
所外光スプリッタを増設する際には，所
外光スプリッタにおいてもコネクタを使
用していることより，架空光クロージャ
内に増設分のコネクタ設置スペースが必
要となります．開発コンセプトを実現す
るために，現行の架空光クロージャの
基本的な構造を変更して新規架空光ク
ロージャを開発することは，コスト面で
優位性がないことから現行の架空光ク
ロージャを使用しつつ，各種トレイおよ
び物品の改良で高収容化に対応するこ
ととしました．

開発の概要

■所外光スプリッタ搭載数の拡大

所外光スプリッタ搭載数を拡大するた
めには，現行の所外光スプリッタケース
の空きスペースを有効活用して２個設置
できる小型所外光スプリッタの開発が必
要でした．スプリッタ開発主管（NTT

アクセスサービスシステム研究所ライフ
タイムコスト削減推進DP）と連携して，
基本形状を検討し，その結果現行に比
べ体積比40％の小型所外光スプリッタ
を開発しました．
（1） 既設対応
図２のとおり既設スプリッタケースの

空きスペースを利用し，小型所外光スプ
リッタを２個設置可能な所外光スプリッ
タケースガイドを開発しました．所外光
スプリッタケースガイドは，ヒンジ蓋構
造により左右共用構造を確保しつつ，こ
の蓋が底面にあることで所外光スプリッ
タコードの垂れ下がりを回避しています．
（2） 新設対応
既存スプリッタケースとケースガイド

を使用すると，物品数増加となり，コ
ストアップとなるため現行のスプリッタ
ケースと同等サイズの新スプリッタケー
スを開発することにしました．図３のと
おり新スプリッタケースは，２層構造で
１層に小型所外光スプリッタを２個設
置する構造として心線識別性を確保し
ました．また，所外光スプリッタコード
を周囲に大きく取り回せる位置に小型所

外光スプリッタを固定することで作業性
の確保とコード剛性による跳ね出しを防
止し，空中配線部分も極力外に飛び出
さない構造となっています．
■配線ケーブル接続数の拡大

所外光スプリッタ搭載数拡大により，
所外光スプリッタ下部心線のコネクタと
配線ケーブルとの接続数が２倍の16接
続が必要となります．そのため現行の配
線ケーブル接続ケースと同等サイズで16
接続可能な新配線ケーブル接続ケースに
ついて開発することにしました．コネク
タ接続スペースを確保するために，新配
線ケーブル接続ケースのドロップ光ファ
イバ等の把持金物設置数を現行４個か
ら２個に変更し，把持金物のサイズにつ

所外光スプリッタケースガイド 

従来所外光スプリッタ 小型所外光スプリッタ 

図２　所外光スプリッタケース 

表　要求条件

所外光スプリッタ
搭載数の拡大

現　行

４個

開発後

８個

配線ケーブル接続
数の拡大

32接続 64接続

局線成端数の拡大 ８個 16個
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いてもドロップ光ファイバ把持数を４条
から３条にすることで小型化し，新配線
ケーブル接続ケースの非作業面側に配置
しました．しかし１層構造の配線ケーブ
ル接続ケースでは心線が輻輳し，心線識
別性が低下することから，新配線ケーブ
ル接続ケースは，図４のとおり２層構造
としました．１層当りの配線ケーブル接
続数は現行と同じ８接続とし，輻輳回
避による心線識別性を担保しました．ま
た，既存の心線収納必要長で曲率半径
を確保した心線収納を可能とするため

に，新たに追加したコネクタ接続部と既
存コネクタ接続部をずらす構造とするこ
とで余長収納が可能となりました．
さらに施工担当者からの意見を基に，

２層構造のケースとした際の懸念事項と
して，施工時の心線挟み込み防止への
対策を考慮しました．挟み込みを防止す
る工夫としては，配線ケーブル接続ケー
スに配線された心線がケースから飛び出
さないように，心線押さえ爪を的確な位
置に配置しました．心線ガイドの形状に
ついても工夫しており，爪を大きく設定

し，その分ガイドを湾曲させ収納後は心
線が飛び出しにくい収納を実現していま
す．また，心線ガイドの高さは上層支持
部より低く設定することで，上層と下層
の間にある心線保留部に十分な空間を
持たせ，上層と下層を閉めたときの心線
挟み込みを防止しています．
次に保留心線収納部についてですが，

従来のプラスチックで心線保留スペース
を作成すると２層構造ではケースが厚く
なりすぎて現行の配線ケーブル接続ケー
スのサイズでは実現できませんでした．そ
のため保留心線を薄いシートで保留する
こととしました．この保留シートは，配
線ケーブル接続ケースに対しヒンジ構造
で取り外せない構造としました．このた
め，柱上作業時に心線保護シートが飛
んでいって紛失してしまうことを防止し
ています．また，作業時にはシートが自
立できるため，作業に影響のない構造と
なっています．さらに上層と下層に設け
た保留シートで心線収納部を蓋のように
保護することにより配線ケーブルの心線
の飛び出しや挟み込みを防止しています．
■局線成端数の拡大

所外光スプリッタ搭載数が８個となる
ことから，現行の局線成端数である８個
ではサービスの混在等を考慮すると局線
成端数が不足することが懸念されます．
そのため図５のとおり後から増設可能な
新局線成端物品（８心）を開発しまし
た．新局線成端物品の増設位置は，局
線となる光ファイバ余長の関係で既設位
置と大きく変更することが困難なことか
ら，既設局線接続物品下の空きスペー
スを取り付け位置と決定しました．その
際に既設と新設の局線成端物品の間に
作業スペースがないため，所外光スプ
リッタのコネクタ脱着時に既設局線成端

保護シート　 
 

図４　新配線ケーブル接続ケース 

図３　新所外光スプリッタケースガイド 
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物品のコネクタに接触する可能性があり
ます．そこで既設コネクタと増設コネク
タのクリアランスを確保するため，新局
線成端物品のコネクタを既設局線成端
物品のコネクタに対して最大限開く角度
に設定することで作業スペースを確保し
ました．これに伴って，新たな懸念とし
て新局線成端物品に成端されたコネクタ
からのコードをスリーブ開閉により挟み
込みの可能性がありましたが，これにつ

いても挟み込み防止シートを取り付ける
ことでコネクタコードの挟み込みを防止
しています．

ま と め

今回開発した物品は現行の架空光ク
ロージャの空きスペースを有効活用し，
新設のみならず既設においても現行より
２倍となる最大８個の所外光スプリッタ
が搭載可能となり，架空光クロージャの

高収容化を実現しました（図６）．また，
高収容化した架空光クロージャの作業性
においても現行と同等の作業性を実現し
ています．今回の開発により，架空設備
の輻輳回避，架空光クロージャおよび配
線ケーブルの追加工事を抑制し，設備
コスト削減に貢献することが可能と考え
ます．

（後列左から）�見沢 和俊/ 沼田 哲宏

（前列左から）濱岡 篤/ 高橋 裕司/

鈴木 千宏

今後も事業会社や作業者のニーズにこた
えつつ，光開通工事の即応化および設備コ
ストの削減に貢献できる技術開発に取り組
んでいきます．

◆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
光工事即応化推進ディベロップメント
TEL 029-868-6390
FAX 029-868-6400
E-mail c.suzuki ansl.ntt.co.jp
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図５　局線成端物品 

図６　開発物品を搭載した高収容クロージャ 


