
光ファイバ技術研究40年

1972年，つくばの地にNTTの研究

開発センタが開設されて40年になりま

す．光ファイバ技術の研究開発もおお

むね40年の歴史があります．シング

ルモードファイバ，光ケーブル，光接

続，保守・運用システムなど，さまざ

まな技術開発の結果，現在では1 700

万のお客さまをつなぐ光ブロードバン

ドサービスの基盤となっています．

メタル並みに扱いやすい

光ファイバ網を目指して

当初光ファイバ設備は，高速・広

帯域性を享受する代償として，設備の

構築・保守・運用に高度なスキルや

知識を必要とするシーンが多く，伝送

する情報量の多さも関連し，慎重で手

間のかかる業務を強いられていました．

技術革新の歴史の中で，これらの多く

のシーンは次第に改善されてきました

が，いくつかの課題がまだ残置されて

います．メタルケーブルに対する同業

務効率をベンチマークとすると，メタ

ル並み，もしくはそれ以上の扱いやす

さを実現する課題を解決することで，

さらに低廉で高品質なサービスを提供

できると考えます．

故障対応をすみやかに

通信ビルを起点として面的に拡がる

光アクセスの所外設備は，過酷な環境

下でも十分耐える高い信頼性で設計さ

れています．しかし，ごく稀に故障が

起きてサービス中断となる場合があり

ます．すみやかに修理・復旧を行うた

めには，現地に向かう前に可能な限り

故障個所や原因を絞り込み，修理担

当者を派遣しなければなりません．そ

こで我々は新しい３つのアプローチで

遠隔故障切分けの研究開発に取り組

んでいます（図１）．
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光ファイバ技術研究最前線

本稿ではブロードバンドサービスを支える光ファイバネットワークに
おいて，高い信頼性を維持しながら効率的かつ機能的に保守・運用する
ための技術，将来の高速大容量ネットワークに備えた新しい光ファイバ
技術について，最新の研究トピックを紹介します．なお，本特集は2012
年10月19日に開催された「つくばフォーラム2012」ワークショップでの
講演を基に構成したものです．
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光ファイバ FTTH 保守運用

図１　遠隔故障切分け３つのアプローチ 

OLCR: Optical Low Coherence Reflectometry 
C-OFDR: Coherent Optical Frequency Domain Reflectometry 
OTDR: Optical Time Domain Reflectometry 
C-OTDR: Coherent Optical Time Domain Reflectometry
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（1） 遠方の故障点などを高精度に

計測

現在フィールドで使われている光パ

ルス試験機（OTDR）は，遠方の故

障点を計測するには精度が低下し，詳

細な故障個所や原因を絞り込むことが

困難です．我々が研究しているPNC-

OFDRはこの常識を覆し，遠方の故障

点を高精度に計測することを可能とす

る技術です．この計測技術を使用す

れば，故障点はもちろんですが，遠方

のコネクタに埋め込まれた微細なIDパ

ターンを識別することも可能となり，

全く新しい設備運用シーンが創造でき

る可能性も秘めています．

（2） スプリッタ下部の故障点を個別

に計測

PONは設備共有効率を上げるため，

お客さまに近い場所にスプリッタを配

置し分配しています．しかし，スプリッ

タからお客さま宅までの経路で故障が

発生した場合，従来のOTDRでは正

確に故障切分けすることができませ

ん．我々は，光ファイバ中で発生する

ブリルアン散乱＊という物理現象をとら

えることで，スプリッタ下部を個別に

計測できる原理を発明し，世界で初め

て実証しました．実用化できればPON

の大きな課題が１つ解決することにな

ります．

（3） 光ファイバと装置の情報相関を

可視化

故障が発生した場合，伝送路（光

ファイバ）と伝送装置の故障切分けは

それぞれ別の計測器・システムで行わ

れています．我々は，PONシステムが

常にOLT～各ONUの間でラウンドト

リップタイムを計測していることに着

目し，その計測データから光ファイバ

長に変換し，OTDR波形に重畳する

ことで，光ファイバ終端の反射位置に

ONUのMACアドレスをマッピングで

きることを実証しました．この技術を

確立することで，故障切分けだけでな

く，故障前兆をとらえる予防保全への

利用も可能です．

設備データベース構築と安心・安

全な作業ナビゲーション

通信サービスはさまざまな設備を経

由し提供されています．その設備量は

膨大で複雑であるため，それぞれの設

備データベースは多くの稼働をかけて

慎重に管理され，正確に保たれていま

す．その管理業務を抜本的に効率化

するには，設備要素それぞれにユニー

クなIDを付与し，作業者を介すること

なく自律的にデータベースを構築・更

新する仕組みを低コストで実現するこ

とが必要と考えています．その有効な

手段として取り組んでいるのが，画像

処理技術や拡張現実（AR: Aug-

mented Reality）技術の設備管理業

務システムへの応用研究です．図２は

通信ビルに設置されている光配線盤に

AR技術を適用した例です．光配線盤

は，コネクタ端子が４×７mm間隔で

高密度に配列されています．光配線盤

にあらかじめ貼付されたマーカ位置を

カメラ映像としてとらえ，その情報を

基にユニークなID列として端子マト

リックスをモニタ画面にAR描画し，作

業対象を指示することが可能になりま

す．また作業状況をモニタすることで，

自律的にデータベース構築・更新する機

能や，間違った作業を制止するフェー

ルセイフ機能を実装することも可能で

あるため，常に新鮮なデータベースを

維持でき，安心・安全に作業可能な

ナビゲーションシステムとして研究開

図２　AR 技術を用いた所内端子盤作業ナビゲーション 

描画されたAR画像 

マーカ 

接続端子盤 

カメラ・モニタ付挿抜工具 カメラ・モニタ付挿抜工具 

接続端子盤 

マーカ 

＊ブリルアン散乱：媒質中のフォノン（音波）に
よる光の散乱．周波数変化を伴います．



発を進めています．

メタルケーブル並みにフレキシブ

ルな分岐

メタルケーブルは接触導通できれば

電流が流れ，任意の個所で分岐するこ

とができます．光ファイバも同様に分

岐できれば，保守・運用業務への活

用シーンが拡がります．図３（a）は，光

ファイバ曲げ部近傍にプローブファイ

バを配置し，それぞれから放射する信

号光を結合させるローカル光入出力技

術のイメージです．光ファイバから放

射する光は被覆を透過するため，相応

の損失を免れることはできませんが，

屈折率整合材や光学レンズ，プローブ

位置の最適化により，業務活用アプ

リケーションに応じた結合レベルを安

定的に確保することができれば実用に

供することができると考えています．例

えば，これまで通信ビルから試験光を

送出する作業者を配置して行っていた

心線対照業務も，任意の個所で試験

光を入力することができれば，作業形

態を大幅に変革することができます．

また，回線のリンク確立状態や保留状

態の確認試験，後述する短瞬断光媒

体切替などへの応用も検討しています．

ブロードバンド時代の光媒体切替

電話サービスが主であった20年前

は，回線利用中を避けて工事を行え

ば，お客さまへの影響はほとんどあり

ませんでした．しかしインターネット，

クラウドコンピューティング，映像配

信など24時間365日途絶えることなく

情報が行き交う光ブロードバンド時代

の昨今，これまでの工事形態ではどう

してもお客さまへの影響を回避するこ

とができません．我々は，そのような

時代が求める光媒体切替の研究開発

を行っています．

（1） 究極の無瞬断光媒体切替シス

テム

我々は，約４年前，サービスを途絶

させることなく無瞬断で媒体を切り替

えることが可能な原理を考案し，検証

によりその実現可能性を確認しました．

それは，①信号光を伝送する現用の光

ファイバ（本線路）とほぼ同じ長さの

光ファイバ（迂回路）を並列に接続，

②本線路を遮断し信号光は迂回路で

伝送，③本線路オフラインの状態で切

替工事，④迂回路に信号光を伝送し

ながら長さを⑤の切替工事後とほぼ

同じ長さまで伸縮，⑤再度，本線路

と迂回路を並列に接続，⑥迂回路を

遮断，という一連の手順をベースとし

たもので，すべての過程を無瞬断で行

うことができる技術です．伸縮・計

測・損失補償・干渉回避など精密な

制御系を必要とし，システム構成が複

雑なため，フィールドでの利用シーン

に合わせたコンパクトでスマートなシス

テム化の研究開発を行っています．こ

のシステムが実現できれば，時間を選

ばず，いつでも回線切替ができること

になります．

（2） 簡易な短瞬断光媒体切替装置

光媒体切替のもう１つのアプローチ

として，短瞬断切替装置の研究開発

を行っています．前述のローカル光入

出力技術を応用し，光ファイバを破断

する限界近くまで曲げることで放射光

の結合効率を向上させ，その状態を機

械的に瞬時に形成する仕組みを構成す

ることで，光ファイバを切断すること

なく伝送路の切替を行うことができま
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図３　ローカル光入出力技術 

心線対照光入力の曲げ部 

現用回線信号 現用回線信号 

（a）　任意個所での試験光入力 （b）　短瞬断光媒体切替 

プローブファイバ 
プローブファイバ 

・現用回線信号に影響しない曲げ径 
　範囲内でローカル光入力 

・現用回線信号を強制的に切替 
・ファイバの強度限界まで曲げ，ローカ 
　ル光入出力による高い結合効率を取得 
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す（図３（b））．現在，約60 msの瞬断

時間で切替が可能であることを確認し

ています．まだ，適用可能な光ファイ

バ種別が限定的ですが，このシンプ

ルな装置が実現すれば，大量のケーブ

ル切替やOLT装置の収容替えなどの

業務シーンへの適用が期待できると考

えています．

曲げ損失耐性ファイバの適用拡大

曲げフリーコードはこれまでの光

ファイバの常識を変えました．これま

で光ファイバは曲げないように注意深

く扱われてきたのですが，曲げても損

失がほとんど出ない空孔アシストファ

イバ（HAF）を実用化し，光ファイ

バ利用シーンの自由度が拡がりました．

最近ではドアやサッシ越しの隙間配線

にもこの光ファイバが使われています．

前述したローカル光入出力などの保

守・運用性とトレードオフにはなりま

すが，要所にHAFを適用拡大するこ

とで，曲げによる瞬断故障がなくなる

とともに，光ケーブル構造を簡素化で

きる可能性もあると考えています．

超高速大容量時代に備えた次世代

光ファイバの研究

インターネットトラフィックはソー

シャルネットワークサービスや映像コ

ンテンツなどの流通加速により指数

関数的に増大しています．そのバック

ボーンネットワークを支えている光ファ

イバ通信システムも，年々高速広帯域

化しています．しかし，現在用いてい

るシングルモード光ファイバは高速広

帯域化に限界があり，10数年後には

その限界に達すると予測されています．

それまでに，その限界を打破する新し

い伝送媒体を創出する必要がありま

す．我々は，限界を打破する手段の１

つとして，光ファイバの伝送領域の空

間的な拡張性に着目しています（図

４）．現在の光ファイバは１本の石英

ガラスの中に，１つのコア（伝送路），

１つのモード（シングルモード）で光

信号を伝搬しています．しかし，空孔

構造などの複雑な断面を持つ光ファイ

バ設計・製造技術や，デジタル伝送処

理技術などの進展により，１本の石英

ガラス中に複数のコアを持つマルチコ

アファイバや，１つのコアに複数の伝

搬モードを安定的に伝搬可能な数モー

ド伝搬ファイバなど，これまでにない

新しいファイバ構造によって空間的多

重度を上げる可能性が出てきました．

マルチコアファイバに関しては，12コ

ア，52 km，１Pbit/sの光ファイバ１

本当りの世界最大容量の伝送実験に

成功（2012年９月ECOC国際会議，

およびNTTニュースリリース）するな

ど，その可能性が実証されつつあり

ます．

図４　空間多重を目指した次世代光ファイバ 

従来の光ファイバ 

マルチコアファイバ 

数モード伝搬ファイバ 

独立したN個のコアを同一 
クラッド内に配列し，伝送 
容量をN倍に 

同一コア中を伝搬する光の 
種類（モード数）をM個に 
し，伝送容量をM倍に 

基本モード 高次モード 

（単一のコア 
シングルモード） 
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