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OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) は，敷設した光ファイバ線路の品質を測定するために欠かせない

測定器である。近年，世界中で FTTH (Fiber To The Home) や FTTB (Fiber To The Building) が急速に普及しており，

OTDR に要求される試験ニーズも増え，多様化している。AQ1200 MFT-OTDR シリーズでは，それらの要求に応

えるべく高性能，多機能な小型 OTDR を実現し，対応するソリューションを提供している。本稿では，FTTH の

PON (Passive Optical Network) を対象とした OTDR 波形品質の改善他，作業性向上アプリ，光学モジュールの小

型化設計技術について紹介する。

Optical time domain reflectometers (OTDR) are indispensable to measure the quality of 
optical fiber lines. As fiber to the home (FTTH) and fiber to the building (FTTB) have rapidly 
spread worldwide in recent years, the requirements for OTDR have increased and diversified 
accordingly. Our AQ1200 MFT-OTDR series, a high-performance, multifunctional compact 
OTDR, provides solutions to those requirements. In this paper, we introduce improved trace 
quality especially for the FTTH PON testing, applications for improving work-efficiency, and 
design technologies of compact optical modules.

1. はじめに

通信の高速化・大容量化に伴い，光通信システムの導
入は世界中で一般的なものになっている。特に近年では，
スマートフォンなどの携帯端末やクラウドコンピューテ
ィングの普及により，基幹系のみならず，FTTB (Fiber 
To The Building) や FTTH (Fiber To The Home) などのア
クセス系光ファイバ網の導入が先進国だけはなく新興国
においても急速に進んでいる。このため，光ファイバ網
における試験ニーズも多様化している。例えば，FTTH
などのアクセス系光ファイバ網では，短・中距離ながら
加入者宅，故障個所の正確な識別をするために高いイベ
ント検出能力を備えた OTDR や保守メンテナンス時に用
いる可視光源 (VLS) やパワーメータ機能，更に小型化が
挙げられる。

AQ1200 MFT OTDR シリーズはこのようなニーズに応
えるために，小型ながら様々なアプリケーションと高い
測定性能を備える（図 1）。 

図 1 AQ1200 外観

2. AQ1200 のシステム構成

AQ1200 のシステム構成を図 2 に示す。

図 2 AQ1200 システム構成
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AQ1200 はメインとなる OTDR の機能に加え，通信光
量の確認に用いる光パワーメータ，障害位置の目視確認
に用いる可視光源など光測定器としての複数の機能を有
する他，USB，LAN インターフェースを備えるなど，顧
客の様々なニーズに応える構成となっている。

ここでは，OTDR の測定原理を述べる。まず，パルス
生成部にて試験パルス信号が生成され，LD (Laser Diode) 
デバイスを駆動し，試験パルス光を発光する。試験パル
ス光は方向性結合器を介して，被測定光ファイバへ入射
する。入射後，被測定ファイバ内ではレイリー散乱光が
発生し，その一部は試験パルス光の進行方向とは逆向き
に進み（これを後方散乱光と呼ぶ） OTDR へ戻る。また，
被測定ファイバ内にあるイベントや開放端の反射光も
OTDR へ戻る。これらは方向性結合器を介して試験パル
ス光とは異なる経路を通り APD (Avalanche Photodiode) 
デバイスへ導かれ，電気信号へ変換される。さらに，適
切なレベルへ変換後，LD 駆動信号に同期したクロック信
号により A/D 変換される。サンプリングされた受光信号，
すなわち OTDR への後方散乱光や反射光は，被測定光フ
ァイバ内に分布する各種イベントにより強度が異なる。
従って，これらを時系列に表示することにより , 図 3 の
ような横軸を距離 , 縦軸を後方散乱光レベルとする OTDR
の測定イメージとなり , 被測定光ファイバ内の損失分布や
コネクタ接続の位置や損失などを把握することができる。

図 3 OTDR 測定波形例

3. 小型＆高信頼性光モジュール化技術

前節で説明したように，OTDR では，試験光を送受信
するために光学デバイスを必要とする。一般的に，送信
部に LD デバイス，受光部に APD デバイスを用い，それ
らを導く方向性結合器とから成り，OTDR を構成する上
で最も重要な部分となる。その実現方法として，従来は
光ファイバカプラ方式を用いていた。図 4 を用いて本方
式の特徴を述べる。

本方式は，LD デバイス，光ファイバカプラ，APD デ
バイスなどの光学部品を光ファイバにて融着することに
より実現されるが，いくつかの問題点がある。

図 4 光ファイバカプラ方式

光ファイバカプラには一般に溶融型が使用されるため，
光ファイバ融着棒，余長光ファイバの収納が必要になり
小型化が困難である。さらに，多様化する試験ニーズに
合わせて，波長の選択，および２波長，３波長の複数波
長のモデルに対応するため，異なる波長の LD デバイスを
合波する必要があるため，光ファイバカプラの点数，融
着作業が増え，信頼性低下の一因となる。又，煩雑な作
業が多く発生するため，製造工程における作業工数が増
加する。

BiDi (Bi-Directional) 方式はこれらの問題点を解決する
方式である。本方式は，方向性結合器としてハーフミラ
ーを用い，LD デバイス，APD デバイスなどの構成部品
を同一筐体内に配置する。これらの接続を空間で行うた
め，部品点数を少なくでき，小型化が可能となり，光フ
ァイバ融着作業といった煩雑な作業を必要としない。ま
た，ハーフミラーを用いることにより，光ファイバカプ
ラ方式に比べ，接続損失を低減でき性能向上させること
も可能となる。

BiDi 方式の問題点として，各光デバイスの迷光や PDL 
(Polarization Dependent Loss) が OTDR の波形品質に悪影
響を及ぼすことがあるが，部品配置に工夫を施すことによ
り光ファイバカプラ方式と遜色ない性能を実現している。

図 5 は２波長対応用 OTDR モジュールの外観図である。
本モジュールの筺体寸法は 12.8 mm × 34 mm × 10 mm
である。これは従来の光ファイバカプラ方式と比較する
と約 1/5 の実装面積である。また，主要部分にすべて
YAG (Yttrium Aluminum Garnet) 溶接固定を採用してお
り長期高信頼性を実現している。

図 5 ２波長対応 OTDR モジュール

4. PON システムにおける測定について

近年，通信サービス事業者は高品質な音声，映像およ
びデータサービスを提供するためにアクセス系の光ファ
イバ網化を進めており，その方式として PON (Passive 
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Optical Network) システムを採用している。
図 6 に一般的な PON システムの概要を示す。PON シ

ステムでは，局舎 CO (Central Office) 内で信号を多重し
て送受信する OLT (Optical Line Terminal) ，各ユーザへ
信号を分岐するスプリッタ，各ユーザ宅において信号
を 処 理 す る ONU (Optical Network Unit) ま た は，ONT 
(Optical Network Terminal) などから成る。

図 6 PON システムの一般的な概要

図 7 に OTDR で PON システムの線路を測定した波形
イメージを示す。OTDR 測定により，コネクタ接続点，
スプリッタ，ONT 接続点，線路の遠端における反射減衰
量，損失，線路損失などの情報を得ることができる。正
確な PON システムの線路の測定は，OTDR 性能の一つで
あるデッドゾーン (Dead zone) 特性に依存する。すなわ
ち，分岐スプリッタや ONU を含む PON システムの線路
の測定において，分岐スプリッタでの損失特性や ONU ま
での接続状態を正確に把握するためには，それらを正確
に測定するのに十分なデッドゾーン特性が必要である。

図 7 OTDR の測定波形のイメージ

一般的に，優れたデッドゾーン特性を実現するために
は，狭いパルス幅での測定が必要である。しかし，パル
ス幅が狭くなるほど受光信号のパワーが弱くなるため測
定波形の SN 比が劣化し，波形品質が劣化する。一方で，
波形品質を改善するために広いパルス幅で測定する必要
があるが，パルス幅を広くすることによりデッドゾーン特
性が劣化する。すなわち，波形品質を維持しながらデッ
ドゾーン特性を改善するためには，これらの相反する性
能を両立する必要がある。AQ1200 ではこれを実現する
ために，受光部の改善を行い，高反射後，高損失後の波

形品質を向上させた。これにより，これまで検出できな
かったイベントやスプリッタの損失測定が可能となった。

図 8 ～図 10 は 32 分岐の PON システムを測定した結
果である。図 8 は測定系を示す。この測定系では，1 km
の光ファイバ，４分岐スプリッタ，1 km および 2 km の
光ファイバを介した後，８分岐スプリッタを接続して
いる。８分岐スプリッタの出力ポートには，90 m から
1 km までの線路長が異なる光ファイバを接続している。
図 9 は，図 8 の線路を測定した結果である。この図は線
路全体を示している。波形の左側から順に 1 km の光フ
ァイバ，４分岐スプリッタの損失，1 km および 2 km の
光ファイバとこれら光ファイバの接続損失，８分岐スプ
リッタの損失，および８分岐スプリッタ後の No.1 から
No.8 の線路の遠端における反射を示している。図 10 は
８分岐スプリッタから出力ポート No.6 までを拡大した
図である。図 10 の赤線は性能改善前の波形，黒線は改
善後の波形である。改善前の波形では，８分岐スプリッ
タの出力ポート No.1 に接続されている 40 m 光ファイバ
と 50 m 光ファイバの接続点が正確に測定できていない。
これは８分岐スプリッタにおけるデッドゾーン特性が良
くないためである。一方，黒線は８分岐スプリッタでの
デッドゾーン特性が優れているので，40 m 光ファイバと
50 m 光ファイバの接続点を正確に測定できている。また，
No.1 と No.2，No.3 と No.4 および No.5 と No.6 のよう
に線路の遠端の反射が近接する場合，赤線の波形は各遠
端の反射イベントを十分に分離できていない。すなわち，
反射イベントにおけるデッドゾーン特性が十分でないた
め反射イベントを十分に分離することができない。一方
で，黒線の波形では反射イベントを十分に分離できてい
るので，各線路の遠端の位置を正確に把握することが可
能である。従って，PON システムを測定するためには，
広いダイナミックレンジ特性と狭いデッドゾーン特性を
両立することが重要である。

図 8 PON システム評価の測定系

図 9 測定結果 ( 全体 )
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図 10 測定結果 ( 拡大 )

5. 作業効率改善に寄与するソフトウェア

光ファイバ網工事は煩雑な作業が多く，工事作業者か
らは，知識，経験が乏しくても簡単に操作できるユーザ
インタフェースが要望されるようになってきた。

 � 簡易（フルオート）測定機能
本機能は，最小限の測定条件（波長）のみ設定すれば，

その他の条件（距離，パルス幅など）を設定することなく，
測定・解析・測定結果保存までの一連の処理を自動的に
行うことができる（図 11 参照）。

図 11 簡易（フルオート）測定設定画面

 � 多心ファイバ測定機能
光ファイバの敷設工事では，１日に 100 心を超える光

ファイバに対して，融着やコネクタ接続などの作業が行
われる。作業を行う上で効率化を求められる点は以下の
とおりである。

① 作業実施，未実施の確認
② 測定結果保存時のファイル名定義
③ 測定結果の波形確認
上記３点を支援するソフトウェアとして「多心ファイ

バ測定機能」を開発した。
図 12 に示すように，心線ごとの作業状況を，測定未

実施，測定済みが分かる表形式で表示する。測定済みの
心線にはレ点がつく。

測定時，被測定光ファイバの心線番号にフォーカスを移
動し測定を実施することで，測定完了後，自動的にファイ
ル名に心線番号が付加されファイル保存される。また，測

定済みである心線番号にフォーカスを移動することによ
り，測定結果である OTDR 波形をプレビュー表示できるた
め，ファイルを読み出すことなく波形を確認することがで
きる。

図 12 多心ファイバ測定機能（メイン画面）

さらに，距離レンジやパルス幅など各心線の測定条件
が異なる敷設工事の場合，現場にて測定のたびに測定条
件を設定することは，特に不慣れな作業者の場合には，
人為的なミスを引き起こす原因ともなる。

図 13 に示す多心ファイバプロジェクト作成エディタ
は各心線に測定条件を設定できるＰＣアプリケーション
である。心線毎に距離レンジ，パルス幅などの測定条件
を設定できる。このような測定条件の設定は，実際の作
業者が行うのではなく，光ファイバ網の構成など工事全
体を把握している監督者などが行う。そのため，実際の
作業者は測定条件を設定する必要がなく直ちに測定を開
始することができる。

図 13 多心ファイバプロジェクトエディタ

6. おわりに

FTTB や FTTH などのアクセス系の光ファイバ網におけ
る新たな試験ニーズに対して AQ1200 MFT OTDR シリー
ズを開発した。本器においては新たな試験ニーズに対応
した様々なソリューションの提供を小型筐体で実現して
いる。

本器が，先進国だけはなく新興国における光通信網の
拡大に貢献することを期待する。
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