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技術基礎講座

NTT東日本　ネットワーク事業推進本部サービス運営部　技術協力センタ　アクセス技術担当

光ファイバケーブルの損失を簡単に
評価可能なツールの開発

あらまし
　インターネットの普及に伴い、光
ファイバケーブルが全国各地で整備
され、多種多様なIPサービスの提
供に用いられています。光ファイバ
ケーブルはさまざまな環境に設置さ
れることから、意図しない曲げ等の
応力、車の通過や風等に起因する振
動、環境条件に起因する経年劣化等
により、その伝送損失が変化するこ
とがあります。
　一般的に、損失の評価には、
OTDR（Optical Time Domain 
Reflectometer）を用いた測定が行
われますが、取得した一心線ごとの
データを基に光ファイバケーブルの
状態を評価するためには、一定の知
識と経験が必要でした。そこで、
NTT東日本　技術協力センタでは、
OTDRで測定したデータから、簡単
に光ファイバケーブルの損失の評価
が可能なツールの開発に取り組んで
います。
　本稿では、開発した「光ファイバ
ケーブル損失評価ツール」の概要と
その機能等について紹介します。

１．はじめに
　光ファイバケーブルは、高速、広
帯域、大容量な通信が可能なため、
インターネットや携帯電話等の普及

を支えるだけでなく、IoT（Internet 
of Things）やAI（人工知能）等を
駆使した新しいアプリケーションを
支える社会基盤として全国各地に敷
設されています［１］。これら光ファ
イバケーブルは、市街地や山間部の
地上や地下に設置されているため、
周囲の環境条件は設置場所によって
異なり、その影響を受けることにな
ります。例えば、地震や台風等によ
る意図しない曲げや振動、設置環境
による劣化等が考えられます。
　このような影響は、光ファイバの
伝送損失として現れることが多いた
め、光ファイバケーブルのメンテナ
ンスのためには、定期的な伝送損失
の評価が重要となっています［２］。
　光ファイバケーブルの伝送損失の
評価には、一般的にOTDRが用いら
れます。OTDRは光ファイバのレイ
リー散乱を利用しており、入射した
光パルスに対して後方に戻ってくる

レイリー散乱光の受信強度を時間軸
で測定することによって、光ファイ
バケーブルの距離に沿った損失の状
況を計測することが可能となってい
ます［３］。

２�．実際の光ファイバケーブルの
損失評価

　図１に３種類の試験光波長の
OTDRで測定された、光ファイバ
ケーブルの損失の例を示します。本
来、光ファイバケーブルが通常の敷
設状態であれば、伝送損失は距離に
沿って一定の傾き（一般的に約
0.2dB/km@1550nm）で増えていき
ます［４］。そのためOTDRでの測定
波形（レイリー散乱光受信強度）
は、右肩下がりに減少していきます。
また接続点では、接続に伴うステッ
プ状の損失の変化が確認できます。
　図１をみると、接続点でのステッ
プ状の損失のほかに、一部の区間で

図１　OTDRでの測定波形例
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OTDR波形の傾きが大きくなってい
ることがわかります。また試験光波
長ごとに比較すると、長波長側

（1650nm）でOTDR波形の傾きが大
きくなっていることがわかります。
　これらOTDR波形の傾き増加の要
因としては、長波長で損失が大きく
なっている傾向から、区間内全域に
わたって応力による曲げが発生して
いると考えられます。このような応
力を発生させる要因はさまざま考え
られますが、災害等による設置環境
の急激な変化だけでなく、経年によ
る状況の変化とともに増加する傾向
にあることがこれまでの検討の結果
からわかっています［５］。

３�．光ファイバケーブル損失評価
ツールの概要

3.1　従来の伝送損失の評価方法
　従来のメンテナンスの中で行われ
ている伝送損失の評価方法を図２に
示します。
　図２のように、測定されたOTDR
波形に対し、作業者が波形上にマー
カーを置き、その値を読み取ること
で、マーカー間の損失の変化や傾き
を評価していました。そのため、評
価者によって値のばらつきが生じる
可能性があり、評価者に一定の経験
とスキルが求められました。また、
多くの光ケーブルを複数の波長で測
定した場合等には、評価対象のデー
タ量が膨大となり、手間と時間がか
かる作業となっていました。　

3.2 　光ファイバケーブル損失評価
ツールの概要

　図３に、技術協力センタが開発し
た「光ファイバケーブル損失評価
ツール」の概要を示します。本ツー
ルには、４つの特徴があります。
　① OTDR装置で測定した結果を一

括で読み込み、テキストへ変換
　② OTDR波形の傾きのしきい値

等、評価条件を設定可能。しき
い値を超えた区間を表示

　③ 光ファイバケーブルの単位長さ
あたりの損失値のカラーマップ
を表示。

　④ 試験波長ごとの損失（損失スペ
クトル）の表示が可能であり、
損失の原因の推定を支援

　以下の節では、それぞれの特徴に
ついて簡単に述べていきます。　
3.2.1　データの一括読込み機能
　光ファイバケーブルの損失の状況
を確認するためには、複数波長での
試験が有効です。そのため、本ツー
ルでは３～４波長でのOTDR測定を

基本としています。OTDR測定の際
に波長のファイル名を

（心線番号：４桁の半角数字）_（試
験波長：３～４波長）_（自由テキ
スト）．SOR
として１つのフォルダに保存をする
と、ツールは、ファイル名の最初の
４桁の数字をキーとして、複数波長
の試験データを一括で読み込むこと
が可能です。
3.2.2　条件の設定としきい値判定
　図４に本ツールの条件設定画面の
例を示します。図のように、①しき
い値、②検査区間幅、③解析範囲、
④損失値範囲、⑤解析範囲設定初期
値、⑥カラーマップの表示有無、⑦
解析結果ファイルの出力、の７つの
項目の設定が可能です。この７つの
項目を任意に調整することにより、
目的にあった損失の評価を行うこと
が可能です。
3.2.3　カラーマップの表示
　図５はOTDRの測定結果を解析
し、得られた損失の状況をカラー

図３　光ファイバケーブル損失評価ツールの概要
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② 検査区間幅 ︓伝送損失を解析する区間幅を設定

③ 解析範囲 ︓心線ごとに解析範囲の始端～終端
の距離を設定
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⑤ 解析範囲設定 ︓ ファイル読込時に適用される
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⑥ カラーマップを ︓カラーマップの表示方法
長方形で表示する を切り替え

⑦ 解析結果ファイルを ︓解析結果のファイル出力方法
波長ごとに出力 を切り替え 全波長／波長ごと

図２　従来の評価方法
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マップで表しています。
　図５（ａ）は、横軸が光ファイバ
ケーブルの距離を表し、縦軸は波長
を示しています。図から、接続点Ａ
～Ｂ間、およびＣ～Ｄ間に伝送損失
がしきい値を超える区間があること
がわかります。
　同図（ｂ）は、しきい値に対する
カラーマップの変化を示していま
す。OTDR波形の傾きのしきい値を
１［dB/km］とすると、0.4［dB/
km］以下の場合は濃い青から水色
で示されます。0.4～0.8［dB/km］
の場合には、黄緑色から黄色で示さ
れます。0.8［dB/km］を超える区
間においては赤色で示されるため、
ケーブルの距離に沿った損失の状況
がひと目で確認できます。
3.2.4　損失スペクトルの表示
　図６は、ケーブル上のある距離に
おける波長ごとの損失（損失スペク
トル）の表示例を示しています。横
軸は試験光の波長、縦軸が損失にな
ります。
　ガラス製の光ファイバにおいて
は、１kmあたりの損失は1550［nm］
の波長で最も低く、そこから波長が
短くなる、または大きくなるにつれ
て増加します。OTDRの測定結果を
分析すると、図６（ａ）に示すよう
に、正常なケーブルの場合、1550

［nm］の損失が最小となります。
　一方、光ケーブルで曲げが生じて
いる場合には、同図（ｂ）に示すよ
うに、長波長側で損失が大きくなる
右肩上がりのグラフとなります。
　このように損失スペクトルの状況

を確認することができ、損失の発生
状況の推定に役立てることが可能と
なります。

４．まとめ
　本稿では、光ファイバケーブルの
損失の状況を簡単に評価できる「光
ファイバケーブル損失評価ツール」
について紹介しました。本ツールを
用いることで、さまざまな場所に敷
設される光ファイバケーブルの損失
の状況を一目で確認することが可能
となり、メンテナンス作業の効率化
に貢献できると考えています。
　現在、本ツールはNTT東日本、
西日本の保守作業者向けのツールと
して技術協力センタから貸与もしく
は測定データを提供いただいての分
析等を行っています。今後、さらに
改良を重ね、定期的な試験結果を
使った経年変化の分析等を行えるよ
うにしていく予定です。
　NTT東日本　技術協力センタ　
アクセス技術担当では、全国の現場
で生じるアクセス設備の難解な故障
の解決に向けた技術支援を行ってい

ます。引き続き現場の困りごとの解
決に貢献するとともに、技術支援で
得たノウハウや故障原因究明で得た
知見等を活用しながら、現場の技術
力向上や効率化に貢献するような
ツール等の開発を行っていきます。
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図５　カラーマップによる損失分布の表示

（ａ）カラーマップ表示 （ｂ）カラーマップの意味の例

図６　損失スペクトルの表示例
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