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第二推進プロジェクトの取り組み

NTTアクセスサービスシステム研
究所では大きく 2 つの仕事を行って
います． １ つは技術研究いわゆるコア
のネットワーク研究をしているチーム
と，もう １ つはコアの研究をしたその
成果を技術ごとに現場に導入するため
の研究開発，現場に導入するための支
援，具体的な施工技術の確立など現場
により近い仕事をするチームがあり，
第二推進プロジェクトは後者で，コア
の研究チームが培った技術開発をいか
に現場に導入するかという目的を持
ち，研究開発や現場の導入支援を実施
しているチームです．

NTTアクセスサービスシステム研
究所のR＆Dは，いろいろな技術分野
がある中で，光アクセスネットワーク
技術，ワイヤレスアクセス技術，イン
フラストラクチャ技術，メディアネッ
トワーク技術と ４ つの分野にカテゴリ
分けしています．メディアネットワー
ク技術は第二推進プロジェクトがかか
わっているところで，光アクセス網を
中心として経済化，品質向上，安定化

に向けて研究開発で確立した技術を現
場に提供しています．また，設備構成
では，NTTビル内の装置から配線す
る 局 内 ケ ー ブ ル とOTM（Optical 
Testing Module）など試験装置類，
地下ケーブルとクロージャ，架空の
ケーブルクロージャ，ドロップケーブ
ル，マンション内の配線ケーブル，
ONU（Optical Network Unit） に つ
ながるコネクタ類やインドアケーブル
までを開発しています．

最近開発した代表的な物品をいくつ
か紹介します．まずは，従来の局内ケー
ブルと比べ，ファイバを曲げることに
よる光損失増加の少ない空孔アシスト
型光ファイバ（HAF: Hole Assisted 
Fiber）技術を活用した局内BI（Bend 
Insensitive）ケーブルです．地下光配
線区間については従来，光ケーブル配
線点機能および引落し機能を具備した
地下光配線用クロージャをC.C.BOX

（電線共同溝）やHH（ハンドホール）
ごとに取り付け運用してきましたが，
設備投資増大や運用等に課題があり，
地下単心光ケーブルを開発し，地下光
配線用クロージャは機能を分割した配

線点用，引落し専用クロージャを開発
することで，地下光配線エリアの運用
性を高めました．先日東京オリンピッ
クの開催が決定し，さらに地中化を進
めるような計画もあり，多くの場面で
使っていただけると思います．

架空では世界最高密度の光ケーブル
をつくりました．こちらの詳細につい
ては後述します．架空のクロージャ類
は従来よりも運用性を高め経済化を
図っています．一例として割り入れ技
術については，従来架空区間で光ファ
イバを途中で切断すると下部側での再
利用はできませんでしたが，上部と下
部の光ファイバをつなぐために割り入
れのピグテイルを開発し，これによっ
て今まで使用できなかった光心線
を有効に活用することが可能になりま
した．

マンション等の集合住宅では，スプ
リッタやキャビネット類を設置するス
ペースは限られています．そこで，狭隘
スペースや多様な設置形態に対応可能
なＥキャビネット類を開発しました．

構内配線については，一般的に配管
を利用して，各部屋へ引き込みますが，

FTTH 光ファイバ つくばフォーラム

光アクセス網技術の動向

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では，
メディアネットワーク技術に関する実用化の研究開発に取り組んでい
ます．本稿では，第二推進プロジェクトの取り組みと最近の光アクセ
ス網技術について紹介します．なお，本特集は2013年10月18日に開催
された「つくばフォーラム2013」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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配管内にスペースを大きく占有するメ
タリックケーブルが設置されている場
合，多条布設は困難でした．そこで，「細
径低摩擦インドア光ファイバ」により，
空きスペースがわずかな既設配管への
布設を可能としました．また，ケーブ
ルに剛性を持たせることで，通線機を
使用せず，直接配管内に押し込み布設
することが可能なことから，施工面で
も大幅な改善が図られました．

一方，戸建住宅を含め引込み用の配
管がない場合，外壁への穴あけが必要
でしたが，お客さまの了承が得られな
かったり，建物構造上穴あけが難しい
といった課題がありました．

そこで，ドアや窓サッシ等のわずか
な隙間スペースを利用した「隙間配線
インドア光ファイバ」による配線によ
り，外壁への穴あけ不要な新たな配線
方法を確立しました．実現にあたって
は，HAFの技術を使っています．

最近のアクセス網技術の紹介

■光ファイバケーブルの超細径高
密度化
今回世界最高密度な光ケーブルを開

発しました．200心ケーブルでは外径
約30％減，質量約60％減と細く軽く
することを実現しました．これを実現
したコアとなる技術は図 １ に示すよう
な間欠接着型光ファイバテープの技術
です．従来は一括接続できるように ４
心のファイバを並列させ一括被覆を施
した光ファイバテープを使用していま
したが，高密度に収納した場合，光ファ
イバに大きな歪が加わり，損失増加の
可能性が高まるため，スロットロッド
によって保護するようなケーブルの構
造になっていました．間欠接着型光
ファイバテープは光ファイバ心線 ４ 本
を並列させて間欠的に接着すること
で，歪を抑制することが可能になり，

かつ，従来の光ファイバテープと同様
に一括接続が可能です．

さらに，ケーブルの細径・軽量化に
より，材料費の削減による物品価格の
低減や，牽引機不要による施工コスト
の削減，引き上げ管路区間における増
管抑制など，経済効果を生み出すこと
ができました．
■ルーラルエリアにおける光アク
セス設備構成技術
NTT東日本・西日本の光サービス

展開においては，日本全国に光設備が
展開されています．都市部のエリアで
はほぼ設備が充足されていることか
ら，今後はルーラルエリアへの展開が
予定されます．ルーラルエリアは，
NTTビルからお客さままでの距離や
密度など，都市部と異なる環境（河川
越し谷越しが存在）にあるため，ルー
ラルエリアの環境に最適な簡易布設技
術や長スパンの架空布設技術を開発し
ました．

まず，簡易布設技術についてですが，
従来はケーブルドラムを設置し，金車
にケーブルを通し牽引，ケーブル端末

でケーブル引留後，布設ルートを戻っ
て張り上げや金車取り外し等が必要と
され作業は往復作業での実施となりま
す．一方，今回開発した簡易布設工法
は移動式台車の上にケーブルドラムを
載せてその移動式台車を押しながら
ケーブルを繰り出し，スパンごとに電
柱に引き留めることで，広い作業帯や
往復作業が不要となり少ない作業者で
施工することが可能になりました（図
２ ）．この新たな簡易布設工法は，ルー
ラルエリアの本線ルート上で必要とな
る2４心の光ケーブルを簡易布設に対
応するためにさらに細径軽量化するこ
とで実現することができました．細径
軽量化するために2４心のケーブルを
従来の ８ 心ＤＦケーブルと同等の形状
に開発し，移動式台車で運搬可能な重
量および １ ピース必要長（500 m）の
移動式台車による繰り出しを可能にし
ています．また，500 ｍを超える場合
にも対応できるように，あらかじめ
ケーブルに工場付けしたコネクタによ
り簡易に一括接続できる物品（ジョイ
ント部，スペーサ部）も開発しました．

図 1 　超細径高密度光ケーブル
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さらに，本線からの分岐ルートで適用
する ８ 心ケーブルについても，ドロッ
プケーブル並みの形状とし，簡易な施
工を実現しました．

次に，長スパンの架空布設技術につ
いてですが，ルーラルエリア特有の電
柱間のスパンが60 ｍ以上の区間にお
いて，従来は宙乗り作業という特殊技
術が必要な施工をしていました．新た
な設備構築技術では，特殊技術，工具，

機器等が必要ない，施工技術を実現し
ています．設備構築手順および構成は，
つり線に一束化ハンガを掛け，架設空
間を構築し，その中にケーブルと増設
用の通線ワイヤを布設します．一束化
ハンガには，ハンガのはずれ防止，ケー
ブルの回転・脱落防止のストッパを装
着しています（図 ３ ）．本技術により，
ケーブルの追加や張り替えに対して，
迅速に対応することが可能です．加え

て，災害対応の際の早期復旧も期待で
きます．

今後の展開

ブロードバンドサービス基盤となる
光アクセス網が充実する中，今後の課
題としては，2000万を超えるお客さ
まの品質をどう担保しながら新しい
サービスを提供し運用するか，多くの
開通と廃止工事を効率的に進めるか，
また，メタルのサービスと光のサービ
スをいかに共存しながら運用していく
か，そして何よりも優先される安全に
関わる技術についても取り組みが欠か
せません．

これからも，現場の要望を伺い，他
の研究所の成果や開発パートナの技術
と連携し，現場で役に立ち，海外へも
大きく展開できる技術開発を進めてい
きます．

図 2 　ルーラルエリアにおける簡易布設技術

（a）　従来 （b）　簡易布設工法
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図 3 　ルーラルエリアにおける長スパン架空布設技術

つり線

つり線

SSケーブル
（ 1条目）

一束化用ハンガ

追加ケーブル

架設空間のイメージ

SSケーブル
ストッパ（はずれ防止具） 

ストッパ（はずれ防止具）

一束化用ハンガ

ストッパ（はずれ防止具）装着

一束化用ハンガ

◆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	 029-868-6302
FAX	 029-868-6400
E-mail　anip-pmhosa lab.ntt.co.jp


