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光ファイバ ・ ケーブル技術の 
これまでの取り組み

NTT研究所では，40年にわたって，
光ファイバの研究に取り組んできまし
た．商用の光ファイバサービスは1982
年の中継ネットワークから始まり，198５
年には日本縦貫光ケーブルが完成し，
年々，伝送容量の拡大が図られてきま

した．アクセス系では，2001年から本
格的なFTTH（Fiber To The Home）
サービス（Bフレッツ）が始まりました．
NTTアクセスサービスシステム研究
所では，サービス実用化のため，光ファ
イバ ・ ケーブルおよびその周辺技術の
研究開発を推進してきました．近年の
大きな成果としては，空孔ファイバ技
術を利用した曲げ損失耐性ファイバが

挙げられます．空孔ファイバの 1 つで
あるHAF（Hole Assisted Fiber）は，
従来のファイバでは実現できない強い
曲げ損失耐性を有しており，曲げフ
リーコード，隙間配線インドアケーブ
ル，所内ケーブルジャンパに採用され
実用化されています．これらのファイ
バコード ・ ケーブルはHAFの強靭な
曲げ損失に対する耐性を活かして人が
触れる機会の多い，お客さま宅や局内
において，ハンドリングによる損失増
を防いだり，これまでファイバを敷設
することが難しかった場所への光ファ
イバの配線を可能としました．

光ファイバ ・ ケーブル技術の取り
組みの方向性

■光ファイバ ・ ケーブル技術の
ターゲット
FTTH加入者数の推移を精緻に見ま

すと，黎明期，普及拡大期，成熟期の
３ つのフェーズに分けることができま
す（図１）．黎明期においては，大量
開通 ・ 即応化が重要でしたが，普及拡
大期においては，サービス提供エリア
の拡大に向けて，経済的に光ファイバ
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図 １ 　光ファイバケーブルのターゲット

光ファイバ ・ ケーブル技術における
研究開発の動向

NTTアクセスサービスシステム研究所　アクセスメディアプロジェ
クトでは，ネットワークコストの抜本的削減に貢献する光ファイバ・
ケーブル技術の研究開発に取り組んでいます．本稿では，最新の研究
開発動向として，大量の光ファイバ設備を効率的に維持・運用する保守・
運用技術，および将来の爆発的なトラフィック増大に備えた次世代光
ファイバ技術について紹介します．
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設備を構築することが重要になりまし
た．これからの成熟期においては，構
築した大量の光ファイバ設備を効率良
く維持 ・ 運用することが重要になりま
す．このように，我々の研究開発ター
ゲットは，FTTHの展開の推移に合わ
せて，いかに投資を抑えるか〔CAPEX

（CAPital EXpenditure）削減〕から，
いかに効率良く設備を維持 ・ 運用する
か〔OPEX（OPeration EXpense）
削減〕に移っています．
■研究開発の ₂本の柱

前述のような研究開発のターゲット
の変遷を踏まえ，我々は， 2 本の研究
開発の柱を立てています．

1 本目は，短中期課題としての「光
ファイバ設備保守 ・ 運用技術の創出」
です．この課題に対しては，光アクセ
ス網の保守運用コストのさらなる削減
に向けて，光ファイバ技術のみならず，
最新のITなども取り入れながら，従
来の技術領域を超えた価値創出が重要
になると考えています．

2 本目は，中長期的課題としての「革
新的な次世代光ファイバ技術の創出」
です．将来，トラフィックが爆発的に
増大すると，従来の光ファイバでは伝
送できなくなるという事態が想定され
ます．息の長い取り組みにはなります
が，光ファイバの伝送能力の限界を追
求する研究開発も我々の重要なミッ
ションとなります．
■研究の方向性

光ファイバ ・ ケーブル技術の研究開
発の方向性としては，「施工性」「保守 ・
運用性」「容量 ・ 機能」の ３ つの軸が
あると考えています．我々はこの ３ つ
の軸上に 4 つの技術テーマを設定して
取り組みを進めています．

①「簡易で効率的な施工」にかかわ
るテーマで，光ケーブル設計技術や簡
易な光コネクタ技術，②「効率的な保

守運用」にかかわるテーマで，メタル
並みの運用の実現を目指したローカル
入出力技術や媒体切替技術，③「正確 ・
迅速な遠隔故障切り分け」にかかわる
テーマで，これまでに培った光計測技
術をベースにスプリッタ下部試験技術
に代表される各種の遠隔測定技術，④

「超大容量ファイバ」にかかわるテー
マで，マルチコアファイバ ・ マルチ
モードファイバに代表される次世代の
超大容量伝送ファイバ，の研究開発を
進めています．

最新の研究開発動向

我々が現在取り組んでいる研究開発
について，代表的なものを紹介します．
■光線路切替技術

道路拡幅工事などで光線路のルート
を変更する支障移転工事で発生する通
信断の影響を極小化する「光線路切替
技術」を紹介します．我々は，「無瞬
断媒体切替技術」と「短瞬断媒体切替
技術」という 2 つのアプローチで研究
開発を進めています（図₂）．

無瞬断媒体切替技術は，現用線路に

対し，迂回線路を準備し，一時的に通
信を二重化することにより，通信断を
発生することなく，新設線路への切替
を実現します．本技術の要素技術は，
2 つの線路間の遅延差を高精度に計測
する「遅延差計測技術」と迂回線路側
に設置する無瞬断媒体切替機の遅延を
高精度に調整する「遅延調整技術」で
す．技術改良を進めることにより，初
期に開発した装置と比較して装置体積
を約40分の 1 （14 L），遅延調整時間
を1000分の 1 （ 1 kmの光路長差を ３
秒以内に調整）と小型化，高速化を実
現しており，実用的なレベルへと進化
させることができました．

短瞬断媒体切替技術は，現用線路に
対し，迂回線路を準備し，現用線路に
一時的に曲げを付与することにより，
通信断は発生するものの，極めて短時
間（数10 ms）で，新設線路への切替
を実現します．非常に短い時間，通信
断は発生してしまいますが，無瞬断媒
体切替技術と比較して，非常に簡易な
システム構成で切替が実現できるとい
う特長を有しています．本技術の要素
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図 ₂ 　光線路切替技術
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技術は，光ファイバに曲げを付与する
ことにより，曲げ部側方から通信光を
入出力する「ローカル光入出力技術」
です．光ファイバから漏れてくる微弱
な信号を効率的に受信したり，逆に外
から光信号を光ファイバに入力するた
めに，高精度にファイバプローブの位
置を設定したり，光ファイバとファイ
バプローブとの光学的な結合方法を工
夫するなど，適切な光学設計を行うこ
とにより，非常に高い効率で光信号を
入出力できるようになりました．

無瞬断媒体切替技術と短瞬断媒体切
替技術を利用シーンに合わせて適用す
ることにより，支障移転工事をはじめ
とする各種切替工事をお客さまにご迷
惑をかけることなく，より効率的に実
施できるものと考えます．今後は
フィールド試験などを通して，実運
用に向けた課題の洗い出しと改良を進
め，運用方法も含めたトータルシステ
ムの確立に向けて研究開発を進めてい
きます．
■被覆付ファイバ接続技術

被覆を剥かずに，光ファイバを切
断 ・ 接続することを可能とする「被覆
付ファイバ接続技術」を紹介します．
本技術を導入することにより，被覆除
去 ・ 清掃の工程および専用工具が不要
となり，さらに裸ファイバを扱わない
ことからファイバに傷を付けるリスク
を解消できます．本技術の要素技術は，
被覆付ファイバを綺麗に切断する

「引っ張り方式のファイバ切断技術」
と屋外環境でさまざまな被覆付ファイ
バに対応可能な「被覆除去技術」です．
引っ張り方式の切断技術の採用と被覆
除去部の形状の改良により，非常に高
い確率で，屋外環境下においてさまざ
まな被覆付ファイバを切断および被覆
の除去ができることを確認しました．
引き続き，カッターの経済化と確率の

向上に向けて研究開発を進めていく予
定です．
■ ３次元所外設備管理技術

膨大な所外設備を効率的に管理する
ことを可能とする「 ３ 次元所外設備管
理技術」を紹介します．本技術は，図３
に示すように，従来用いている 2 次元
の平面図ではなく，３ 次元のCADベー
スの所外設備データベース（DB）と
業務アプリケーション（AP）を構築す
ることにより，点検や設計業務の効率
化 ・ スキルレス化を実現します．本技
術の特長としては，モービルマッピン
グ シ ス テ ム（MMS: Mobile Mapping 
System）による自動計測により， ３ 次
元の設備DBを構築する点にあります．
MMSとは，自動車にGPSアンテナ ・
レーザスキャナ ・ カメラを搭載して，
時速20〜80 kmで走行しながら，高精
度な空間計測を行うシステムです．
MMSによって得られる測定区間の ３
次元の点群データを基に， ３ 次元の設
備DBを構築します．想定している業
務APの一例としては，電柱および

ケーブルの点群データを収集し， ３ 次
元設備DBを構築することにより，電
柱の傾きやたわみ，ケーブル地上高を
計測し，優先的に点検が必要な設備を
自動抽出することを考えています．ま
た， ３ 次元の点群データの経年変化か
ら不安全設備を自動抽出することもで
きます．本技術の導入により，各種点
検業務において，点検者を現地に個別
に派遣する必要がなく，設備点検業務
の効率化に大きく寄与できるものと考
えています．
■分岐下部の遠隔試験技術

PON（Passive Optical Network）構
成におけるスプリッタ下部個々の故障
切り分けを可能とする「分岐下部の遠
隔試験技術」を紹介します．本技術は，
従来のOTDR（Optical Time Domain 
Reflect meter）の計測では判別できな
かったスプリッタ下部の各心線を個別
に計測することにより，どの心線のど
の位置で故障が発生したかが判別可能
となります．本技術の原理について説
明します．ポンプ光とプローブ光とい

点群計測に用いるMMS 高精度３次元地図（点群DB）

・レーザスキャナ，カメラ，GPSなどで設備を空間計測，高精度 3次元地図（点
群DB）を作成

①MMSは新たな公共測量として利用される計測技術であり，GPSアンテナ・
IMU（慣性航法装置）・カメラ・レーザスキャナを搭載し，20～80 km/hで走
行しながら高精度に空間計測が可能

②MMSにて取得した点群から，電柱，電線等の設備のみを抽出し，GPS情報を
基に地図上へ描画することで点群DBを作成

図 ３ 　 ３ 次元設備管理技術
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う 2 つの光パルスを，時間差をつけて，
所内の試験装置からスプリッタ下部に
送出すると， 2 つの光はスプリッタを
介して，各心線に分かれ，終端のター
ミネーションフィルタで反射します．
2 つの光パルスは時間差をつけて送出
されているため，先に送出されたプ
ローブ光が反射して，後から来たポン
プ光と衝突します．このとき，ポンプ
光からプローブ光にエネルギーの一部
が移動するブリルアン散乱という現象
が発生します．所内の試験装置は戻っ
てきたプローブ光のブリルアン利得を
解析することにより，スプリッタ下部
の損失を可視化します．試作機による
検証でも， 8 分岐下部個別の心線につ
いて，故障心線と故障位置を正確に把
握できることを確認しています．
■超高速大容量光ファイバ技術

将来のトラフィックの爆発的な増大

に備えた中長期的な取り組みである
「超高速大容量光ファイバ技術」につ
いて紹介します．これまで，光ファイ
バ 1 本当りの伝送容量は各種の技術的
なブレークスルーとともに「時間多重

（TDM: Time Domain Multiplexing）」
「 波 長 多 重（WDM: Wavelength 
Domain Multiplexing）」を駆使し，多
重度と信号密度を上げていくことで大
容量化が図られてきました．しかしな
がら，このように多重度を上げていく
と必然的に光ファイバの単位面積当り
の信号のパワー密度も上がっていきま
す．光のパワー密度が上がると，光ファ
イバ中で光非線形効果が生じたり，

「ファイバフューズ」と呼ばれる熱的
な破壊現象が発生するため，光ファイ
バに入力できる光パワーには限界があ
ることが知られており，現行技術の延
長線では光ファイバ 1 本当り100 Tbit/s

が限界であるといわれています．この
限界を打破し，将来の爆発的なトラ
フィック増に対処するために近年注目
されているのが，新たな多重軸として
の「空間」に着目した「空間多重（SDM: 
Space Division Multiplexing）」技術
です．空間の軸としては，ファイバ内
に複数のコアを持つ「マルチコアファ
イバ」および複数のモードを伝搬させ
る「マルチモードファイバ」が注目さ
れており，我々のプロジェクトでも，
さらなる伝送容量の拡大に向けての研
究開発に取り組んでいます．マルチコ
アファイバの要素技術について図４に
示します．マルチコアファイバを用い
た伝送システムを構築するには，ファ
イバの設計 ・ 製造技術にとどまらず，
複数の信号を一括で増幅する技術や複
数コアの高精度接続技術さらには各コ
アの信号を複数ファイバに分岐する

マルチコアファイバ伝送システム実現に向けさまざまな要素技術の確立が必要

単一コアからマルチコアへ

125 μm

コア数；１

～250 μm

コア数； 2～30

TX

… …
マルチコア
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光増幅技術
入力 出力
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図 ４ 　マルチコアファイバ伝送における要素技術
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ファンアウト技術なども確立する必要
があります．我々はマルチコアファイ
バの研究開発において，独立行政法人
情報通信研究機構（NICT）からの委
託研究をベースにオールジャパンの体
制で取り組んでいます．委託研究成果
としては，昨年，NTTが仕様策定し
たマルチコアファイバを複数ベンダで
製造し，それらを相互接続して，100 
kmの伝送実験に成功しました．この
成果は実用性の観点において非常に大
きな意義があると考えています．

モード多重伝送の要素技術を図₅に
示します．モード多重とは，光ファイ
バ中の複数のモード各々に信号を乗せ
てファイバ中を伝搬させる考え方で
す．従来のマルチモードファイバとは
異なり，SDMにおけるマルチモード
ファイバでは，各モードを積極的に制

御するところが技術のポイントです．
マルチモードファイバを用いた伝送シ
ステムを構築するには，ファイバの設
計 ・ 製造技術にとどまらず，モードを
多重化および分波するモード合分波技
術や各モードを効率良く増幅する技
術，さらには，接続点や伝搬中で乱れ
た信号を復元する信号処理技術を確立
する必要があります．本技術では，世
界に先駆けてモード多重伝送実験に成
功し，2011年，光通信分野の主要国
際会議であるOFCで報告しました．
さらに， ₆ つのLPモード（縮退モー
ドも含めて10モード）を伝送できる
モード多重伝送用ファイバや， 1 チッ
プで 4 つのLPモードを合分波できる
導波路型のモード合分波器を実現する
など，世界トップレベルのデータを報
告しています．

SDM技術については，引き続き，
光ファイバの伝送容量の限界に果敢に
チャレンジしていくとともに，本技術
の実用化に向けた取り組みも着実に進
めていきます．

今後の展開

NTTアクセスサービスシステム研
究所は，これからも，光ファイバサー
ビスのさらなる発展に向けて，短中期
および中長期の視点で，新たなチャレ
ンジを続け，新技術の創出に努めてい
きます．

… …

＋

＋

＋

＋…

シングルモードファイバからフューモードファイバへ

送信器 受信器

モード合分波器 マルチモード増幅器 信号処理

シングルモード
ファイバ フューモード

ファイバ

⇔

⇔
高次モードも増幅

接続点・伝搬中に乱れた
信号を復元

MIMO: Multiple Input Multiple Output

MIMO処理

処理後の信号受信信号

図 ₅ 　モード多重伝送の要素技術
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