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光アクセス線路の保守運用と
光測定方法

2017年 現 在，FTTH（Fiber To The 
Home）加入者数は，日本全体で約2930
万加入，そのうちNTT東日本 ・ 西日本
で約2005万加入にまで増加しています．
これを支える膨大な量の光ファイバ設
備の運用コストを削減することや長期間
にわたって品質を確保していくことが重
要な課題となっています．

光アクセス線路の大部分には，PON
（Passive Optical Network）が採用され
ており，所外光スプリッタを用いて光
ファイバを複数のお客さまで共用する 1
対多のトポロジーが採用されています．
このような光アクセス特有のトポロジー
は，経済的な設備構築の実現に貢献し
てきた一方で，所外光ファイバ設備の
保守運用，特に監視，試験や設備対照
といった光技術を用いた一連の保守作
業において煩雑さを生む要因にもなっ
ていました．具体的には，通信ビルから
入射された保守用の光信号が所外光ス
プリッタで等しく分岐されてしまうため
に，お客さま宅側，すなわち，所外光ス
プリッタの下部側からも作業が必要に
なるケースです．良く知られている例
としては，光アクセス線路の監視にお
いて光時間領域反射測定法（OTDR：

Optical Time Domain Reflectometry）（1）

が用いられていますが，通信ビル側か
ら測定を実施すると所外光スプリッタの
先の後方散乱光が重なってしまい，所
外光スプリッタを超える分岐光ファイバ
区間の正常性や故障原因となる個所の
位置特定が実施できないことが挙げら
れます（図 1（a））．この場合は，お客さ
ま宅に実際に機器を設置して分岐光
ファイバ区間の測定を実施することもあ
り，保守作業を行うためにお客さまの在
宅時間に合わせるなど段取りが煩雑に
なるだけでなく，故障原因によっては無
駄な派遣となってしまうこともありま
した．

さらに，光アクセス線路における品質
としてもっとも重要な通信ビルからお客
さま宅までの全体の挿入損失（LIL: 
Link Insertion Loss）や光ファイバの接
続損失を評価する場合にも，同様のケー
スが存在します．標準的な光測定法で
ある光源パワーメータ（LSPM）法（2），＊1，
や双方向OTDR法（3），＊2はいずれも通信
ビルとお客さま宅の両側からの測定や
機器の設置が必要であり，同様の問題
がありました（図 1（b）（c））．これらは，
建設時などお客さまが収容されていな
い状況では容易に実施可能であるもの
の，PONのように一部のお客さまへサー
ビスを提供している状況での実施は困

難であり，例えば，修理後の品質評価
や要因切り分け（伝送装置と物理的な
光ファイバ設備との間でトラブルの原因
を調査する）の場合がこれに該当します．

そこで，光ファイバの一端がお客さま
宅にあり，所外光スプリッタが存在する，
といった光アクセス線路の特徴に特化
した新たな光損失測定技術の開発に取
り組みました．

分岐光ファイバ損失測定技術
開発した分岐光ファイバ損失測定技

術（4）は，施工において生じるスプリッタ
の先の分岐光ファイバ長の違いと遠端
に設置されている試験光反射フィル
タ＊ 3の反射を利用することで，特別に
新たに光部品を追加することなく，現行
の既設光アクセス線路に対して実施で
きることが特徴です（図 2 ）．測定で用
いる 2 つの光パルスは，時間差Δt，光
周波数差Δfで測定対象の光ファイバに

＊1	 LSPM法：測定対象の光ファイバの一端から
光を入射し，光ファイバの遠端のパワーメー
タで受光することで光ファイバの挿入損失
を測定する方法です．

＊2	 双方向OTDR法：測定対象の光ファイバの
両端で測定したOTDRの結果から接続損失
を測定する方法です．特に異種や新旧光ファ
イバどうしの接続において，正しい接続損
失を測定する場合に用いられます．

＊3	 試験光反射フィルタ：通信光を透過し，保
守光波長帯（1650	nm帯）のみを反射するフィ
ルタ．

光アクセス線路のEnd-to-End測定を可能とする分岐光
ファイバ損失測定技術
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NTTアクセスサービスシステム研究所では，通信ビルから各お客さま宅までの所
外光スプリッタを超えた分岐光ファイバ区間の測定を可能にする分岐光ファイバ損
失測定技術を開発しました．ここでは，開発した分岐光ファイバ損失測定技術の概要，
特徴とこれを用いた所外光設備の保守運用への応用について紹介します．　
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入射します．光周波数の低いほうの光
パルスをプローブパルス，高いほうの光
パルスをポンプパルスといいます．遠端
で反射したプローブパルスは，時間差
Δtに応じた位置でポンプ光と衝突し，
ブリルアン相互作用を起こします．この
ブリルアン相互作用では，プローブパ

ルスはポンプパルスにより増幅（ブリル
アン利得）を受けます．発生したブリル
アン利得はポンプ光が衝突位置までに
受けた損失を反映するため，ブリルアン
利得解析により損失測定が可能です．
分岐光ファイバの識別では，ブリルアン
利得を得たプローブパルスは，入射側

へ戻ってきます．そのとき，分岐光ファ
イバ長差に応じた時間差を持って戻る
ことにより，パルスごとにブリルアン利
得解析をすることで分岐光ファイバごと
の損失を測定取得が可能です．ただし，
プローブパルスは，分岐光ファイバ長
差で生じる時間差より狭く設定する必

図 1 　従来の光測定方法とその問題点
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図 2 　分岐光ファイバ損失測定技術の概要
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要があります．また，分布測定では，入
射の時間差Δtを変化することにより損
失分布を取得できます．

本技術を用いて，LIL（5）と接続損失（₆）

を片端から遠隔で測定する方法につい
て説明します．

LILは，パルスの往復で受けた損失か
ら遠端反射減衰量を引くことで得られ
ます．パルスの往復損失は，パルス入
射の前後でのパルス強度の差から得ら
れます．遠端反射減衰量を測定する方
法として，分岐光ファイバ損失測定技
術を応用します．本技術を用いた逆方
向測定ではプローブパルスとポンプパ
ルスの入射順序を変更して 2 回測定を
行うと，遠端で受けた損失，つまり遠端
反射減衰量が測定できます．これにより，
分岐ごとのLILを遠隔から測定可能
です．

接続損失は，LIL測定で用いたプロー
ブ ・ ポンプパルスの入射順序を変更す
る手法において，入射時間差Δtも変更
することで測定できます．測定では，プ
ローブ，ポンプの順に入射した場合は
近端からの損失分布，ポンプ，プロー
ブの順に入射した場合は遠端からの疑
似的な損失分布が取得できます．その
ため，双方向測定を片端から測定可能
です．

開発した分岐光ファイバ損失
測定装置

私たちが開発した分岐光ファイバ損
失測定装置の基本構成を図 ₃ に示しま
す．分岐光ファイバ損失測定装置では，
2 台の光源から出力される連続光の周
波数差をブリルアン周波数シフトに相当
する約10 GHzに制御します．これらの
光を半導体光増幅器（SOA）により増
幅 ・ パルス化して出力します．受信側
では，ポンプ光のみを除去する光フィル
タを通ったのち，光パルスを受信し，時
間領域で解析する仕組みとなっていま
す．ブリルアンを応用した損失測定とし
ては本技術が初めてであり，スプリッ
タの先の損失分布が測定できる唯一の
技術です．

分岐光ファイバ損失測定装置
の測定結果

ここでは，開発した分岐光ファイバ損
失測定装置を用いて得られる測定結果
の一例を紹介します.

分岐光線路の測定結果を図 ₄ に示し
ます．測定対象光ファイバには長さの異
なる ₆ 本の分岐光ファイバが接続され
たPONを測定しました．まず，LSPM（両
端測定）と開発技術（片端測定）で測

定したLIL測定結果を示します．片端測
定においても，LSPMで測定した結果
とよく一致した結果が得られていること
が分かります．次に，片端OTDRと開発
技術で測定した損失分布測定結果を示
しています．片端OTDRでは，スプリッ
タの先の損失分布がすべて重なり，個
別の状態を測定できていませんが，開
発技術では，分岐光ファイバを個別に
測定できており，途中に設置した損失イ
ベントも詳細に測定できていることが分
かります．最後に，SSの測定対象光ファ
イバに対して双方向OTDRと開発技術
の接続損失測定結果を図 ₅ に示します．
測定対象光ファイバとして，G.₆52Dと
G.₆57Aという曲げ特性の異なる光ファ
イバを接続しました．測定結果から，片
端からの測定で，双方向OTDRとよく一
致した測定ができていることが分かり
ます．

開発装置を用いたフィールド
測定

開発装置を用いたフィールド測定の
構成および測定結果を図 ₆ に示します．
通信ビル内の 4 分岐スプリッタの先の
テストカプラに，開発装置をつなぎ測定
を行いました．お客さま宅の近傍にある
所外 ₈ 分岐スプリッタに 4 回線が開通

図 3 　開発した分岐光ファイバ損失測定装置
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している光アクセス線路を測定しまし
た．測定したお客さま宅までの全長は
2.5 km，お客さま宅のONU手前に試験
光反射フィルタが設置されています．片
端OTDRおよび開発装置で測定した結
果を図 ₆（b）（c）に示します．フィールド測
定においても分岐の先の損失分布を分
けて測定できていることが分かります．
このように，片端OTDRでは波形が重
なってしまう，またはノイズに埋もれて
測定できない状態であっても，開発技
術では分岐の先をお客さまごとに分け
て測定できました．

今後の展開
光アクセス線路のEnd-to-End測定を

可能とする分岐光ファイバ損失測定技
術について概説しました．遠端反射を
利用する特性上，完全に断線した場合

図 4 　分岐光アクセス線路のLILおよび損失分布の測定例
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や遠端までに大きな損失を有する光線
路，また分岐光ファイバ長差がない光
線路は測定できないなどの，光アクセス
線路に応じた測定できない条件が存在
します．しかし，お客さま宅に赴き，サー
ビスを止めないと測定できなかったこれ
までの光アクセス線路の損失測定に対
して，開発技術ではサービスを止めるこ
となく，通信事業者ビルから遠隔で損
失測定が可能となりました．すでに2017
年に開発技術は市販化され，NTTでは
光アクセス線路特性の把握や故障時の
トラブルシューティングツールとしての
利用開始を予定しています．
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（左から） 戸毛  邦弘/ 高橋  　央/
 鬼頭  千尋/ 真鍋  哲也

　光ファイバ網の保守 ･運用稼働の削減に
つながる新しい光計測技術の研究開発を今
後も進めていきます.
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