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光ファイバネットワークの敷設や保守作業用途として，光パルス試験器 AQ7275 や AQ1200 を提供してきた。
この機種は FTTH (Fiber To The Home) からコアネットワークまで幅広い光ネットワークに対応できる。
今回 AQ7275 の後継機種として，新たに AQ7280 を開発した。
AQ7280 は，AQ7275 が有した機能を継承しつつも 新たな機能を追加すると同時に，新光学モジュールの採用，
電気回路構成の変更により高ダイナミックレンジ化，短デッドゾーン化を実現した新製品である。
本稿では，高性能を実現した光学モジュール及び内部電気回路技術と新機能について紹介する。

Yokogawa has newly developed the AQ7280 high-performance optical time domain reflectometer
(OTDR) as a successor to the AQ7275. This previous model and AQ1200 have been popular for
measuring fiber-optic networks during their installation and maintenance because they cover a
wide range of optical networks, from a fiber to the home (FTTH) network to a core network.
While inheriting the excellent functions of the previous model, the AQ7280 comes with new
features. In addition, its new optical module and improved electric circuit configuration have
achieved a high dynamic range and a short dead zone.
This paper describes this new optical module and the internal electric circuit technology that
have achieved the high performance, and introduces the new features of the AQ7280.

たな機能を追加することにより，作業者スキルに依らな

1. はじめに

い現場での作業効率アップを可能とした新製品である

スマートフォンの普及やクラウドサービスの急速な広

（図 1）。

がりにともない，日々増大する通信トラフィックを支え
る光ファイバネットワークに対する品質管理が今以上に
重要視されている。
このため光ファイバネットワークの敷設や保守では，
測定器に対して高確度かつ高分解能な測定性能と，多様
な試験ニーズに対する柔軟な対応が求められている。
一方，現場作業では非熟練者も増えてきたため，複雑
な線路の構成を容易に理解出来ない等の問題が起きてい
る。そのため，このような環境下でも作業効率を高める
ことが求められている。
こ れ ら の ニ ー ズ に 対 応 す べ く， 今 回 リ リ ー ス し た
AQ7280 は，高ダイナミックレンジ化，短デッドゾーン

図 1 AQ7280 外観

化を実現することにより高性能を実現した。さらに，新
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図 3 は採用した光学モジュールの構成を示す。

2. AQ7280 のシステム構成
AQ7280 のシステム構成を図 2 に示す。
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図 2 AQ7280 システム構成

同様に S 波に調整された LD2 光はサーキュレータ素子を
介し光ファイバに入射される。

AQ7280 ではダイナミックレンジ向上や短デッドゾー
ンの高性能化を実現するために，新しい光モジュールの
採用と電気回路構成の変更を行った。
また作業効率向上を可能とした新機能スマートマッパ

サーキュレータ素子の通過損失は約 0.3 dB と低損失の
ため，従来に比べ高出力を実現した。
一方受光側は光ファイバからの光はサーキュレータ素
子を介し APD に入射される。

ーや，ユーザエクスペリエンス向上のためのタッチ操作

LD-ファイバ間と同様にサーキュレータ素子の通過損

を実現した。本稿では，これら高性能化や高機能化につ

失は約 0.3 dB と低損失のため，従来と比べ高感度を実現

いて紹介する。

した。

3. 高性能化を支える技術
3.1 採用した光モジュール
Optical Time Domain Reflectometer (OTDR) は， レ ー
ザダイオード（LD: Laser Diode）をパルス駆動し方向性
結合器を介して被測定ファイバに入力する。そして，フ

OTDR の測定は多波長１ポート出力が一般的である。
図 3 の 構 成 を 応 用 し， 波 長 の 異 な る LD を WDM
(Wavelength Division Multiplex) フィルタで合波するこ
とにより最大４波長１ポート出力を新たに実現した。
図 4 は，高ダイナミックレンジモデル（50 dB）用光
モジュール外観図である。

レネル反射光や後方散乱光をアバランシェフォトダイオ
ード（APD: Avalanche PhotoDiode）で受光して，電気信

1310nmLD

APD

号に変換して信号処理を施して LCD 等に波形表示する。
このような構成において，LD, 方向性結合器，APD で
構成される送受信光モジュールはキーデバイスとなって
いる。

1550nmLD
光ファイバ
1550nmLD

新開発の AQ7280 では，従来に比べ高出力，高感度の
送受信光モジュールを搭載することにより，50 dB の高
ダイナミックレンジを実現した。

1310nmLD

図 4 光モジュール外観図

光学系は前機種を受け継ぎ Bi-Directional (BiDi) 方式を
採用した (1)。
従来は LD 及び APD を双方向で送受信するため方向性

波長 1310 nm の LD を２個，波長 1550 nm の LD を

結合器にハーフミラーを使用していたが，送信側で 3 dB,

２個使用し偏波合成することにより，高出力を実現した。
光モジュールの筐体寸法は，23.5 mm × 44.5 mm ×

受信側で 3 dB のロスが発生し高出力化，高感度化の阻害

10.5 mm と一般的な光ファイバカプラ方式に比べ 87%

要因となっていた。

実装面積を低減した。

今回，方向性結合器として通過損失の小さいサーキュ
レータ素子（偏波無依存アイソレータ）を採用した。
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この光学系を採用することにより，光モジュール内の
反射が抑えられ，全体の反射減衰量が 40 dB 以上となっ
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たため，OTDR の２次反射を低減する効果も得られた。
更 に， 主 要 部 分 に す べ て YAG (Yttrium Aluminum

AQ7280

Garnet) 溶接固定を採用し，金属固定による接合強度向上
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37

により長期高信頼性を確保した。

Fiber End
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36.5

ダイナミックレンジ性能は，送信部のパルス光の高出
力化や，受信部の増幅回路の高ゲイン化により改善が期
待できる。
送信部は高出力パルス光に対応するため LD 駆動回路

Intensity[dB]

3.2 実現した性能

36

35.5

の大電流化を行い，短パルス発光時においても波高値が
低下しない回路を構築した。また，LD の２ポート同時発
光に対応させ，発光タイミングの最適化などを行い波形

35
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歪みの抑圧を行った。
受信部においては，受信感度を向上させるため増幅回
路のゲインを大きくしてダイナミックレンジを拡大した。
また，上述した光モジュールの高感度や送信部の高出
力化により，受信回路が飽和しないように回路ゲイン構
成を最適化し，50 dB のダイナミックレンジを実現した

図 6 イベントデッドゾーン評価結果

4. 高機能の実現
4.1 スマートマッパー機能
スマートマッパーは，測定対象の複雑な線路構成をわ
かりやすくマップ表示する機能である（図 7）。

（図 5）
。

本機能は，一回の操作で条件を変えた複数回の測定を
行い，測定結果を合成することで高精度にイベントを識
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図 5 ダイナミックレンジ評価結果
図 7 スマートマッパー メイン画面（マップ表示）
デッドゾーン性能は，送信部の短パルス発光時の波形
品質や受信部の応答速度により決定される。
送信部は短パルス発光時に既定のパルス幅となるよう
に，LD 駆動回路の応答速度を向上させ，波形歪みの少な
い回路を構築した。
受信部においては，短パルス動作時の応答性能を向上
させるため，周波数帯域の広帯域化を行った。
広帯域化によるイベント波形に対するリンギングなど

また，本機能ではマップ表示をする為に使用した，測
定結果の波形を表示することも可能である。
複数回測定した波形データをすべて表示すると煩雑に
なる為，各波形において解析に使用した領域のみを合成
して表示する。
波形確認画面では，各波形の合成位置の修正とイベン
ト編集が可能である（図 8）。

の波形歪みを抑制するため，過渡応答特性を最適化し，
50 cm のイベントデッドゾーン性能を実現した（図 6）。
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4.2 タッチ操作によるユーザエクスペリエンス向上
スマートフォンの普及により，産業機器である OTDR
に対してもタッチ操作を嗜好するユーザが増加している。
また，上述の様に非熟練者の増加に伴い，直観的な操作
感を提供する必要性が増大している。
AQ7280 は，静電容量式タッチパネルを採用したこと
で，以下の様な操作を実現した。
4.2.1 ダイレクトアクセス
図 10 のように従来は使用したい機能を選択するまで
に数回必要だった操作を１回のタッチパネル操作で可能
とした。
図 8 スマートマッパー 波形確認画面
従来画面（AQ1200）

AQ7280画面

図 9 にスマートマッパーにおける測定シーケンスを示す。
測定を開始すると，経路情報を基に測定に適した複数
のパルス幅を決定して順次測定を行う。
すべての測定処理が完了した後，測定した各波形デー
タを解析し，波形の有効領域の判定を行う。
各波形データの有効領域を使用してイベント解析処理
を行い，その結果を合成する。

図 10 Top 画面での操作比較

最後にイベント解析結果をマップ表示する。
従来製品（AQ1200）における Top 画面での機能選択：
1. ロータリノブで使用したい機能を選択

スタート

2. ENTER ボタンによる決定
波形合成
有効？

AQ7280 における Top 画面での機能選択：

NO

1. 機能をタッチで選択

YES

また，図 11 のように測定条件を表示するだけであっ

測定する複数の
パルス幅決定

た画面下の領域を操作可能とすることで設定メニューへ
遷移する煩雑さを軽減した。

パルス幅変更

平均化測定実行

NO

通常の
平均化測定実行

全ての
パルス幅について
測定終了？

YES
波形解析
有効領域の決定

波形合成処理

マップ作成

図 9 スマートマッパーにおける測定シーケンス
スマートマッパーを使用することで以下の効果が得ら
れる。

図 11 測定条件領域のタッチ操作例
4.2.2 タッチ操作の反応範囲
タッチ操作可能なボタンを設計するにあたり，タッチ

●● 簡単な設定による操作ミスのない測定

操作による反応エリアの幅を従来製品より広めに設定し

●● 測定経路の近端 / 遠端それぞれに適した結果取得

て誤操作防止を実現した。

●● 非熟練者にも認識容易なマップ表示

図 12 のように，従来製品（AQ1200/AQ7275）の測
定情報は約 3.7 mm の間隔で表示している。AQ7280 で
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はタッチ操作を考慮した結果，文字間隔を約 6 mm に拡
張した。（一般的なスマートフォンの文字間隔は約 7 ㎜）

4.2.4 マルチタスクアプリケーション
複数の心線を順次測定する必要がある場合，心線ごと
に下記の様ないくつかの作業を行う必要がある。

従来画面（AQ1200）

AQ7280画面

1.

端面の状態を検査（ファイバ端面プローブ）

2.

光パワー測定（光パワーメータ）

3.

OTDR 測定

OTDR 測定はある程度時間がかかる為，その間に別の
心線の作業を並行して行うことができれば，作業効率は
向上する。これを実現する為に，OTDR 測定中に他の機
能をアプリケーションとして呼び出し，OTDR 測定と同
図 12 測定情報領域のサイズ比較

時に使用することで，複数の作業を並行して行う仕組み
を提供した（図 15）。

また，小さなアイコンもスムーズに選択できる様に，
図 13 のようにアイコンサイズに依存しない広めの反応
領域を設ける工夫を行った。

図 15 マルチタスクアプリケーションの使用イメージ
図 13 タッチ操作による反応領域

マルチタスクアプリケーションを利用することで，利
用者は以下の効果を得られる。

4.2.3 ズーム操作
波形解析において，距離軸 /dB 軸のうちどちらか一方
のみの拡大 / 縮小ができることが有用である。
その為，一般的な縦横比を維持した拡大 / 縮小の代わ
りに，図 14 のように縦方向もしくは横方向のみ拡大す
る操作方法を提供した。

●● 複数機能を使用する為に Top 画面を経由して各機能を
呼び出すといった，煩雑な操作手順の削減
●● 複数心線に対する作業の並行化

5. おわりに
本稿では，高性能光パルス試験器 AQ7280 の開発およ
び新機能について解説した。
AQ7280 は，新方式の光モジュール採用と電気回路の
最適化により，高ダイナミックレンジ化と短デッドゾー
ン化を実現した。同時に，静電容量式タッチパネル採用
やスマートマッパー機能などで，非熟練者でも簡単に操
作できるようになった。
本器が，光通信網の拡大に貢献すること期待する。
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図 14 波形領域における拡大操作のイメージ
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