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光ファイバの敷設・保守用新型OTDR AQ7260シリーズ
 AQ7260 Series of New OTDRs for Fiber-optic Installation and Maintenance

OTDR（Optical Time Domain Reflectometer）は，光ファイバ通信網における光ファイバの破断点や接続点を

位置（距離）情報と共に測定・表示する測定器である。

近年のFTTH（Fiber to the Home）などの拡大に伴い，短距離ネットワークにおける破断点や接続点の正確

な位置の把握の必要性が増してきた。この要求に対し，最高分解能を5cmに高めたOTDRを開発した。また，

新たな測定アプリケーションとして，通信回線で使用される波長（1310/1550 nm）とは異なる波長（1650 nm）に

よる活線測定技術について紹介する。
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The Optical Time Domain Reflectometer (OTDR) is an instrument capable of detecting and measuring

fiber-optic break points or splice points, as well as distance-related data, in fiber-optic communication

networks. In line with the recent spread of 'Fiber to the Home' (FTTH) technology, there is a growing

need to detect these break and splice points in short-distance networks with even higher accuracy. In

order to meet this need, we have developed OTDRs with a maximum distance resolution of 5 cm.

Furthermore, as a new measurement application we will introduce live-line measurement technology

using a 1650-nm wavelength, dif ferent from the 1310/1550-nm working wavelengths used for

communication lines.

図1 AQ7260OTDR 外観図

1. は じ め に

通信の大容量化に伴い発達してきた光ファイバ通信シ

ステムは，2000年代に入り ,日本をはじめ各国で一般家

庭まで光ファイバを引くFTTH（Fiber to the Home）へ

と発展を続けてきた。この発展に伴い，光ファイバ敷設

時の試験要求も変化をきたしている。

大都市間を結ぶ基幹系の光ファイバ網の敷設時には長

距離の光ファイバを測定するため，OTDR（Optical Time

Domain Reflectometer）には高いダイナミックレンジが必

要とされるが，FTTHなどの短距離の光ファイバ網の測

定においては，破断点などの位置をより正確に測るため

に，高い距離分解能が要求されている。一方，従来の光

ファイバのOTDR測定は，通信で使用される波長（1310/

1550 nmなど）と同一波長帯で行われてきたが，稼動して

いる光ファイバ通信網での活線測定が必要となってきた

ことから，伝送装置に影響を及ぼさない波長帯（1650 nm

など）での測定要求も増えてきた。このような市場要求に

応えるため，新たにAQ7260 OTDRを開発した。その外

観を，図1に示す。

2. OTDRとは

図2に，OTDRの原理を示す。
OTDRは被測定光ファイバ網にパルス光を入射し，そ

のパルス光により入射端に戻ってくる微弱な反射光を時

間領域で測定することにより，光ファイバの接続損失や
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反射減衰量，或いはその地点までの距離を測定する測定

器である。

3. AQ7260OTDRの構成と機能

3.1 AQ7260測定原理
図3のAQ7260機能ブロック図により，OTDRの測定
原理を説明する。

ここで，LD（Laser Diode）はPG（パルスジェネレータ）

により生成されたパルスにより発光される。このパルス

光は光カプラを通り，被測定光ファイバに入射する。

 光ファイバ内部ではレイリー散乱が発生し，その一部

はパルス光の進行方向とは逆向きに進み（後方散乱光），

OTDRに戻っていく。また，接続点で発生するフレネル

反射光もOTDRに戻っていく。

これらの戻ってきた光（以降反射光と呼ぶ）は再び光カ

プラを通り，受光素子において光信号から電気信号に変

換され，その後，パルスの生成と同期したタイミングに

てA/D変換器でサンプリングされる。このA/D変換さ

れた振幅データから光ファイバ中の反射光パワーが，ま

た，パルス光を出射してから戻ってくるまでの時間から

光ファイバ中のどの位置からの反射光かが判る。以上の

ように，OTDRは光ファイバ中の各位置での反射光パ

ワーが測定でき，そのレベル差から2点間の損失が計算

できる。

反射光の信号レベルは非常に小さいため，多数回の測

定を繰り返し，図中の平均化回路でその平均を取ること

でノイズを低減している。

図4は，実際のOTDRでの測定波形例を示したもので，
縦軸が反射光パワーを，横軸が距離を表す。

3.2 高距離分解能化技術
ここでは，距離軸上のサンプリング分解能を向上させ

るための方法について述べる。

先に述べた通り，OTDRではパルスの生成と同期した

サンプリングを行うことで，光ファイバの距離を測定す

る。従って光ファイバの破断点位置をより正確に測定す

るためには，より高速のサンプリング時間間隔で反射光

を測定すればよいことになる。

光ファイバ長5 cmのサンプリング分解能を実現するに

は，2 GHzでサンプリングできるA/D変換器が必要にな

る。しかし，高速のA/D変換器ではビット数の不足や，

直線性の性能等を満足するものは無い。また，超高速A/

D変換器の使用はバッテリ動作の面でも不利となる。

そこで，AQ7260では図5に示すように，A/D変換器
のサンプリング周期を一定のままLD発光とのタイミン

図4　OTDR測定例
図2　OTDR原理図
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グをずらして測定し，その信号を合成することで基準ク

ロックの数十倍のサンプリングレートに相当する最大5

cmの分解能を可能としている。

AQ7260では，測定データ数と測定範囲から自動的に

分解能を決定しており，図6に，5 cm分解能での測定結
果例を示す。図6は，約15 mのファイバ（A点まで）と約
17 mのファイバ（A－B間），約43 mのファイバ（B点以

降）を接続した系において，A－B間の光ファイバを5

cm，10 cmと短くしながら測定したデータを重ね書きし

たものである。

図7に，B点付近を拡大した波形を示す。5 cm刻みで
光ファイバを短くしたため，B点の接続点が5 cmずつず

れているのが観測できる。

3.3 非通信波長での測定例
FTTHのように，よりユーザー（加入者）に近い光ファ

イバ網の多くにはPON（Passive Optical Network）と呼ば

れるシステムが導入されている。

図8に，一般的なPONシステムの概要を示す。ここで，
加入者A，Bは既にサービス（通信）が運用されている状

態であり，新規に加入したC向けにPONの分岐点（光ス

プリッタ）から加入者C間の光ファイバを測定する場合を

考える。

この場合，OTDRから通信サービスに使用されている

1310 nmや1550 nmと同じ波長のパルス光を出射すると

通信サービスに悪影響を与える恐れがあるため，当社で

は，1650 nm の波長で測定できるプラグイン光学モ

ジュールを用意している。

伝送装置や通信用測定器の光源はLDと呼ばれる部品

を使用するが，この部品は完全な単一波長ではなく，ス

ペクトラム幅と呼ばれる波長の広がりを持っている。上

述の通信システムに影響を及ぼさないパルス光を考えた

場合，このスペクトラム幅がより狭い光源を使用するこ

とが望ましい。一方，スペクトラム幅の狭い光源を

OTDRに使用すると被測定光ファイバ内部で干渉を起こ

し，OTDR波形の品質が劣化することが知られている。

以上より，非通信波長帯OTDRでは通信波長を使用する

伝送装置に影響を与えないようにスペクトラム幅を狭め，

かつスペクトラム幅を狭めすぎて干渉の影響でOTDR波

形が乱れることが無いような光源を採用する必要がある。

図9に，DFB-LD（Distributed FeedBack Laser Diode）
などのスペクトラム幅の狭い光源を使用したOTDR波形

と，今回採用したLDによるOTDR波形を示す。DFB-LD

では，1 dBp-p程度あったノイズ幅が0.2 dBp-pまで改善

されていることが解る。

4. 特　　長

OTDRは，光ファイバの片端測定により，光ファイバ

全体の損失の分布や接続点位置，破断点位置が解析可能

となるため，敷設工事や既に敷設した光ファイバの保守

に使用される。

4.1 小型軽量，長時間バッテリ駆動
OTDRは伝送装置の設置に先立ち，光ファイバを敷設

する際にも使用されるため，電力供給のない場所でも作

業ができるように長時間のバッテリ動作が必要となり，

図8　PONシステム概要

図6　5 cm分解能での測定例 図7　B点拡大図
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同時に可搬性，軽量化も重要なファクターとなる。

AQ7260はこのようなニーズに応え，6時間のバッテリ

動作，質量3 kgを実現した。

4.2 短デッドゾーン
デッドゾーンとは近距離の光ファイバの接続を識別す

る能力を示す仕様であり，AQ7260 はイベントデッド

ゾーン2 m（typ），アッテネーションデッドゾーン7 m

（typ）を実現した。これにより，局舎内やクロージャー内

の光ファイバの接続点や損失を測定可能とした。

4.3 見易さの改善
十分な視野を確保し作業がし易いよう，大型・広視野

角カラーTFT-LCDを採用した。

4.4 測定条件の自動設定と接続点の自動検出
FTTHなどの工事需要の増加に伴い，初めてOTDRを

使用するユーザーも増加してきているため，測定条件の

自動設定機能や接続点の自動検出機能を改善した。

測定条件の自動設定機能とは，被測定光ファイバの長

さをOTDRが判断し，最適な測定条件を自動的に選択し

測定を行う機能である。また，自動検出機能については，

アルゴリズムの改善により，接続点，破断点の検出精度

を向上した。これらの機能により，測定現場での接続点

検出に関わる操作が減り作業効率が向上する。また，損

失値や反射減衰量が規定値を超えたポイント（フォルトイ

ベント）は，測定結果の一覧表上で簡単に識別可能となる

よう表示方法についても改善を行い，現場での良否判定

作業をより簡便なものとした。図10は，フォルトイベン
トが存在する測定結果の例である。

4.5 多言語対応
光ファイバ通信システムは多くの国の通信事業者に普

及しており，OTDRも世界中で使われている。このため，

日本語だけではなく，英語，中国語，ドイツ語，イタリ

ア語，韓国語など多くの言語に対応している。

4.6 保存メディアの拡充とレポート作成機能
OTDRで測定した結果を保存できるメディアを，従来

機種からあるFD（オプション），PCMCIAに加え，内蔵

メモリ（20 MB），USBメモリもサポートしている。これ

らのメモリに保存したデータは，新規に開発した

AQ7932 OTDRエミュレーションソフトウエアを使うこ

とでパソコン上での解析を行うことができる。また，こ

のソフトウエアのレポート作成ウィザードを使用するこ

とで，簡単に光ファイバ敷設時の工事レポートを作成す

ることができる。

4.7 製品ラインナップの充実
ユーザーのニーズに合わせて低価格を実現した

AQ7261，汎用タイプのAQ7264，長距離光ファイバの評

価に使用できる高ダイナミックレンジのAQ7265，1650

nm対応のAQ7267といった幅広いラインナップを実現

した。

5. お わ り に

以上，本稿では，光ファイバの接続点や破断点の正確

な位置を検出するための距離分解能の高分解能化と，伝

送装置に影響を与えない活線測定方法とについて紹介し

た。OTDRへの要求は，通信システムの発展に伴い，よ

り多様化してきている。今後も新たに出てくる市場要求

に迅速に対応した製品開発を進めていく所存である。
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図9　OTDR波形の比較 図10　フォルトイベント表示例


