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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
2011年９月末で約3 600万となっていま
す．そのうちFTTH（Fiber To The
Home）サービスは，約2 100万契約を
突破し，ブロードバンドサービスの半数
以上（59％）を占めており，FTTHサー
ビスの普及が進んでいます(1)．それに伴
い，サービスの多様化によるサービス変
更やお客さまの引越し等によるサービス
の移転・廃止が多くなってきています．
サービスの移転・廃止時には，次にその
場所に入居されるお客さまの利便性や開
通工事の効率化のため，配線設備を残
置する設備保留を実施しますが，これが
増加することで既設設備のうち未使用部
分が多くなるという問題点が顕在化して
います．そこでNTTアクセスサービスシ
ステム研究所では，既設設備を有効活
用するために，設備保留となっているド
ロップ光ファイバを収容する架空光ド
ロップクロージャで，ドロップ光ファイ
バとの接続をいったん切断し，光クロー
ジャ内に残っている光ファイバ心線と再
接続することを可能とする光ファイバ心
線下部延ばし技術を開発しました．

開発のコンセプト

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配線点ク

ロージャを設置し，配線ケーブルを経由
して，架空光ドロップクロージャからお
客さま宅へドロップ光ファイバを引き落
とす設備構成となっています（図１）．
架空光ドロップクロージャで，お客さ

まへの引き落とし点で多く利用されてい
るのがAOF/AOF24クロージャです．こ
のAOF/AOF24クロージャは，需要に
応じて後設置を可能としたこと，並びに
クロージャサイズを小さくすること等で
設備構築の経済化を実現しました．し
かしながら，クロージャサイズの小型化
と引き落とし作業性の向上をねらい，光
ファイバ心線を直線収納としており，光
ファイバ心線を下部側で切断し，ドロッ
プ光ファイバと接続するため，下部側心
線は短余長（AOFクロージャ：約80
mm，AOF24クロージャ：約150 mm）

になっています（図２）．そのため
AOF/AOF24クロージャにおいては，一
度切断してお客さま宅に引き落とされ
た上部側の光ファイバ心線と下部側に
残った光ファイバ心線を活用した，下部
延ばし接続が困難な構造となっていま
した．具体的な要因は以下の２点です．
① 直線収納の光ファイバ心線を切
断し，FASコネクタを作製するた
め，心線長不足により再接続が
困難
② 下部側光ファイバ心線が短余長
のため既存の接続器類では接続器
本体まで光ファイバ心線が届かず，
再接続が困難
下部延ばしができない問題点は，図３
に示すとおりサービス廃止後の光ファイ
バケーブルにおいて，光ファイバ心線が
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図１　光ファイバケーブルの設備構成 
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ここでは，架空光配線ケーブルの効率的な運用に向けた，クロージャ内保留心線

への短余長接続技術の開発，およびクロージャ内の下部延ばし技術について紹介し

ます．
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切断されているため，下部側の光ファイ
バ心線が使用できないことです．光ファ
イバ心線の保留は使用状態と同じであ
り，空き心線不足により新規に光ファイ
バケーブルの増設が必要になる場合が
あるため，設備コストの増加が懸念さ
れています．この状況を踏まえて，以下
の項目を検討しました．
・AOF24クロージャの下部側に残っ
た短余長の光ファイバ心線と容易に
接続可能な，割入れ心線の実現
・既設クロージャにて，クロージャの

機能を損なうことがなく，空きス
ペースを利用して接続部を固定可能
な構造
・AOFクロージャに残った下部側光
ファイバ心線長では，作業性が著し
く悪いことが想定されることから，現
用ケーブルでの追加剥ぎ取りと心線
保護の実現
これらの要求条件を満足する架空割

入れ心線ピグテイル，短余長接続治具，
下部延ばしトレイ，およびAOFクロー
ジャ用の延長側壁を開発しました．

開発の概要

■架空割入れ心線ピグテイルFAS-A

下部延ばしするための割入れ心線とし
て，架空割入れ心線ピグテイルを開発し
ました（図４）．上部側光ファイバ心線
との接続は，ドロップ光ファイバとの接
続時に作製したFASコネクタソケットを
利用することを前提とし，架空割入れ心
線ピグテイルの片端にFASコネクタプラ
グを取り付けています．また，あらかじ
め下部側光ファイバ心線との接続は，接

図２　AOF/AOF24クロージャの構造 
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続必要長の短いメカニカルスプライス接
続とし，片端接続とすることで，現場作
業の効率化と接続失敗による光ファイバ
心線の切り縮みを抑制しています．さら
に架空割入れ心線ピグテイルの心線長を
短くすることで，輪取り収納を回避し，
収納スペースを小さくできる直線収納を
採用することで作業性を同時に確保し
ました．
■短余長接続治具類

狭隘なAOF/AOF24クロージャ内で
接続するため，固定された短余長の下部
側光ファイバ心線に対し，メカニカルス
プライス部が固定されている光ファイバ
心線方向へ移動し，接続する方法とす
ることで，短余長接続が可能となる短余
長接続治具類を開発しました（図５）．
架空割入れ心線ピグテイルをケースに収
納し，メカニカルスプライス接続部のク
サビは，あらかじめ設定されており，心
線がそのまま入れられるので，片手での
作業が可能となり，作業性が確保でき
ました．短余長心線での作業性を確保す
るため，ファイバホルダをできる限り小さ
くしました．ファイバホルダの底面は傾斜
をつけることで0.25 mm被覆のストリッ
プおよびファイバカット時にはアタッチ
メントを使用しないと作業者が違和感
を覚えるというフェールセーフ機能を取
り入れています．また，適切な光ファイ
バ心線長を確認するラインが治具に印刷
してあり，メジャーを使用せずに光ファ
イバ心線長を計測できます．さらに，メ
カニカルスプライス接続を行う前に素線，
0.25 mm心線および0.5 mm心線の心
線長を確認することでメカニカルスプラ
イス接続品質の向上を図っています．
■下部延ばしトレイ

架空割入れ心線ピグテイルの接続部
を固定する下部延ばしトレイは，
AOF/AOF24クロージャフレームに取り
付け，クロージャの空きスペースに設置
可能となっています（図６）．光ファイ

バ心線の収納は，輪取り収納でなく直
線収納で接続部を固定し，心線長が長
い上部側光ファイバ心線の余長をポケッ
ト構造に収納することで作業性を確保し
ています．また，上部のFASコネクタソ
ケット，および下部のメカニカルスプラ
イス接続部を，任意の位置でトレイに固
定できる構造となっています．そのほか，
光ファイバ心線が短いメカニカルスプラ
イス側が軸となり，トレイが上下に可動
する構造により，AOF/AOF24クロー
ジャの成端トレイの下部延ばし時や上部
側心線の切替作業時に，影響を与えな
いようになっています．
■延長側壁，下部延ばし用延長フレーム

AOFクロージャの下部側光ファイバ心
線は，AOF24クロージャの下部側光
ファイバ心線と同等の長さまでDFケー
ブルを追加で剥ぎ取ります（図７）．手
順は以下のとおりです．

① AOFクロージャ端面シールをスラ
イドするように移動する．
② 既存の主ケーブル把持具を取り外
し，クロージャフレームに下部延ば
し延長フレームを取り付け，ケーブ
ル把持具でケーブルを固定する．
③ 手でテンションメンバを左右に開
くようにケーブル外被を剥ぎ取る
（ツール不要）．
④ DFケーブルの外被および隔壁を
切断する．
⑤ 結束バンドでDFケーブル外被を
固定し整理する．
⑥ 追加で剥ぎ取った区間の防滴性
を確保するために，AOFクロージャ
端面シールは位置をずらし延長側壁
本体を取り付ける．
また，AOFクロージャ端面シールは再
利用できる構造とすることで経済化を
図っています．
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図５　短余長接続治具類 
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今後の展開

今回の開発で既設AOF/AOF24ク
ロージャ内の下部延ばしを実現（図８）

したことにより，既設架空光配線ケーブ
ルが有効活用され，設備構築および運
用コストの削減に貢献することが期待で
きます．

また今後は，今回開発した光ファイバ
短余長接続技術を，狭隘な場所で広く
活用することが期待できます．

■参考文献
（1） http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu
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今後も，事業会社，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 suzuki.chihiro lab.ntt.co.jp
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図８　既設架空光クロージャにおける下部延ばし技術 
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