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近年FTTHの普及拡大が急速に進

み，光ファイバ網の建設・保守運用

のための光試験技術の重要性が高

まっています．光ファイバ網や光部

品の特性評価において，校正方法の

標準化は光測定器の性能を担保する

ために重要な意味を持ちます．ここ

では，IECにおける光測定器校正方

法の標準化動向と国内規格との関係

について紹介します．

光測定器の校正方法・手順に関す
る国際規格は，IEC（International
Electro-technical Commission）に
おいて標準化されています．IECは電
気および電子の技術分野における標準
化のすべての問題，および規格適合性
評価のような関連事項に関する国際協
力を促進し，これによって国際理解を
促すことを目的とした非政府機構です．
1906年に設立され，2011年３月現在
で81カ国が加盟しています．
国際規格の作成にかかわる作業は専
門委員会（TC: Technical Commit-
tee）で行われ，必要に応じて下部機
関として分科委員会（SC: Sub Com-
m i t t e e）および作業部会（WG :
Working Group）が設置されます．
光測定器の校正方法・手順の標準

化について検討するためのWGとして，
1985年にTC86（Fiber optics）に
IEC TC86 WG4（Fiber optic test
equipment calibration）が設置さ
れました．

国内においては電子情報通信学会規
格調査会 TC86光ファイバ専門委員会
で意見を取りまとめたうえでIEC TC86
WG4の審議に参加していますが，国内
規格であるJIS規格の制定を目的とし
た審議団体としては光産業技術振興会
に光測定器標準化委員会を設置し，
TC86光ファイバ専門委員会との間で
密な情報交換を行っています．これら
の審議団体の関係を図１に示します．

IECにおける規格開発作業は，表１
に示す７段階に区分されます．表に示
す各段階で関連文書が作成され，TC
またはSCで参加メンバ国（Pメンバ）

による意見の提出と賛否の投票が行わ
れ，発行段階へ進みます．各段階で
２～５カ月の投票，照会期間がそれ
ぞれ設けられ，最終的に国際規格
（IS）となるまでに数年を要することも
あります．
一例として，提案段階（NP）では

提案されたNPに対して，担当するTC
またはSCでPメンバによる投票が３カ
月間行われます．承認されるためには，
Pメンバの過半数が賛成し，さらに賛
成したPメンバから５カ国以上（ただ
し， Pメンバ数が1 6 カ国以下の
TC/SCでは４カ国以上）がプロジェ
クトに参加することが必要です．それ
らの条件を満たさない提案については
廃案となります．
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表１　プロジェクトの段階と関連文書

プロジェクトの段階

予備段階

関連文書

予備業務項目（PWI: Preliminary Work Item）

提案段階 新業務項目提案（NP: New work item Proposal）

作成段階 作業原案（WD: Working Draft）

委員会段階 委員会原案（CD: Committee Draft）

照会段階 投票用委員会原案（CDV: Committee Draft for Vote）

承認段階 最終国際規格案（FDIS: Final Draft International Standard）

発行段階 国際規格（IS: International Standard）

図１　IEC TC86 WG4と国内審議団体の関係 
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IECはIS以外の出版物の１つとして
公開仕様書（PAS: Publicly Avail-
able Specification）を発行していま
す．IECでは，共通の利害を持ったコ
ンソーシアムやフォーラム等が独自開
発したPASをIECに取り込むために，
IEC公開仕様書（IEC-PAS）という
仕組みを設けています．IEC-PASと
は，緊急の市場ニーズに対応するため，
IECの外部組織またはIEC作業部会
内の専門家のコンセンサスにより発行
されるIEC文書です．IEC-PASは既
存の国際規格と矛盾しないことを確認
し，Pメンバの単純多数決で発行でき
るとともに，並行してISとして開発を
行うことができます．2000年以降，各
WGにおけるPASの活用が進みました
が，NP承認基準を回避するために
PASが用いられたり，PASに対するコ
メントの扱いで混乱が生じたりしたた
め，2007年からPAS発行手続きが改
められ，PASを技術仕様書（TS :
Technical Specification）またはIS
にする場合はNP承認を経ることとな
りました．通常のISの発行手順とPAS
の発行手順を図２に示します．PASは
PAS原案を提出後，３カ月間の投票に
より，投票したPメンバの単純過半数
の賛成で承認されます．

■光測定器校正方法の標準化動向

IEC TC86 WG4では検討対象とな
る光測定器ごとにサブ作業部会
（SWG）を設けて，国際規格の審議
が行われています．IEC国内審議委員
会は，光測定器標準化委員会で作成
したJIS原案（JIS規格化されたものも
含む）を新規国際規格として提案する
取り組みを継続的に行っており，いく
つかのSWGで日本がプロジェクトリー
ダを担当しています． IEC TC86
WG4における標準化動向を表２に示
します．
■光スペクトラムアナライザ校正方法

2006年に制定されたIEC62129
「光スペクトラムアナライザ校正方法」
は，日本の国内規格であるJIS C
6813「光スペクトラムアナライザ試験
方法」を地域標準化機関において作
成されたPASとして位置付け，IEC
TC86 WG4作業部会でIEC-PASと
して提案し，合意された後，IS化され
ました．JIS規格をIEC-PASとして発
行し，並行してISとなった一例です．
ただし，IEC TC86 WG4の検討範囲
が「光測定器の校正方法および手順」
に限定されるため，作成段階のPAS原
案からは一部の試験方法に関する記述
は修正・削除されています．本規格は
改正の時期が近づいているため，改正
の必要性をメンテナンスチームで検討
中です．

■波長可変光源校正方法

現在，委員会段階（CD）である
IEC 62522「波長可変光源（TLS:
Tuneable laser source）校正方法」
もJIS C 6191「波長可変光源試験方
法」を基に，日本から新規のIEC国際
規格化を提案している文書の１つです．
当初，光スペクトラムアナライザ校正
方法と同様にIEC-PASを発行した後，
IS化を図ることも検討されましたが，
PASの手続きも変更されていたことか
ら，通常の手順でIS化が進められるこ
ととなりました．
しかし，JIS規格において波長可変

光源試験方法がすでに作成済みであっ

IEC-PASの仕組み 国内規格を
IEC国際規格へ

図２　IEC出版物の発行手順の一例 

点線で囲まれた円の段階は省略してもよい． 
※CDVが反対票なしで承認された場合，省略可 
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たことや，TLS校正方法の必要性が
十分に認識されていたことから，作業
部会内でのNP承認に向けた協力を容
易に得ることができました．これは市
場ニーズが高まっていたことに加え，
JISとして日本に先行した国内規格が
あったことで，技術的にもIEC TC86
WG4作業部会で新規に国際規格を
作成することへの同意を得やすい状況
をつくり出し，IEC標準化を推進す
るモチベーションとなったと考えられ
ます．
なお，国内規格であるJISでは，校

正方法だけでなく，工業製品としての
性能担保も含めたかたちで試験方法と
して規定されているため，光スペクト
ラムアナライザと同様に，試験方法に
関する記述の一部をAnnexに移動す
る等の修正がなされています．

まとめ

IEC TC86 WG4における光測定器
の校正方法・手順に関する標準化動
向と国内規格との関連について紹介し
ました．国内規格であるJ I Sは，
WTO/TBT協定への加盟に伴い，
IEC国際規格との整合性を強く求めら
れています．国内における光測定器の
標準化審議団体では，関連分野にお
ける重要度の高いIEC国際規格をJIS
化する取り組みを進めていますが，一
方で，JIS規格を新規国際規格として
提案し，日本の優れた技術を国際標準
に反映する取り組みも継続的に行って
います．
光測定器関連のいくつかのJIS規格

は，測定器の試験方法として規格化さ
れているため，IEC国際規格における

校正方法の規定の範疇を超えた記述が
含まれており，規格体系が異なってい
るという課題もあります．
これらの課題を含めたJIS化と国際

規格化の問題点の抽出と改善を図り，
課題の解決を進めつつ，技術的に先行
している光測定器校正方法の分野でタ
イムリな規格提案を行い，国内標準か
ら国際標準を目指す取り組みを継続し
ていきます．

ま と め

表２　IEC TC86 WG4の標準化動向

文書番号 制定年月 タイトル
プロジェクト
リーダ

SWG1 IEC 61315 2005.10 Calibration of fibre optic power meters カナダ

SWG2

SWG3

IEC 61746-1 2009.12
Calibration of optical time-domain reflectometers（OTDR）- Part 1: OTDR for
single mode fibres

フランス

カナダ
（代理）

IEC 61746-2 2010.６
Calibration of optical time-domain reflectometers（OTDR）- Part 2: OTDR for
multimode fibres

IEC 61744 2005.９ Calibration of fibre optic chromatic dispersion test sets

SWG4
カナダ
（代理）

IEC 61745 1998.８
End-face image analysis procedure for the calibration of optical fibre geometry
test sets

SWG5 日本IEC 62129 2006.１ Calibration of optical spectrum analyzers

SWG7 イギリスIEC 62129-2 2011.５
Calibration of  wavelength/optical frequency measurement instruments - Part 2:
Michelson interferometer single wavelength meters

SWG8 日本IEC 62522 委員会段階 Calibration of tuneable laser  sources

SWG9 日本IEC 62129-3 予備段階 Calibration of  optical frequency meters using optical frequency comb


