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xDSL回線テスタ  LX1000
xDSL Loop Tester LX1000

ADSL（Asymmetric Digital Subscriber Line）を使ったブロードバンドのインターネットユーザ数が急速に伸

びている。通常の電話で使用する周波数は4 kHz以下であるのに対し，ADSLでは，従来の電話回線に20 kHz

～1.1 MHzの高周波を通して通信を行っている。そのため，回線の品質による様々な問題が発生している。回

線の品質評価，トラブル解決を目的として，xDSL回線テスタLX1000を開発した。

LX1000は，音声電話帯域からVDSL（Very-high-speed Digital Subscriber Line）で使用する周波数帯域まで

の測定を可能とし，電話回線を使ったほとんどのサービスに対して回線評価を行うことができる。LX1000を電

話局に設置し，通信事業者のネットワークオペレーションセンタ（NOC）からの遠隔操作によって回線の品質を

測定する。遠隔操作は，NOC内に設置されたLXオペレーションサポートシステムLXOSSによって行われる。
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The number of Broadband Internet users of ADSL has been increasing rapidly. Along with the rapid

growth of ADSL users, diverse service troubles in quality have been arising because of the high fre-

quency from 20 kHz to 1.1 MHz of ADSL technology against the frequency below 4 kHz of Plain Old

Telephone Service (POTS) on the conventional loop. For the evaluation and trouble shooting of loop

quality, we have developed LX1000 xDSL Loop Tester and LXOSS LX Operation Support System.

The LX1000 covers the frequency from Voice band to VDSL band and evaluates almost all services

via metal loop such as Voice, ISDN, ADSL and VDSL. The LX1000 installed in a Central Office (CO)

measures the loop quality by the remote control with LXOSS in Network Operation Center.

図1　LX1000外観

1. は  じ  め  に

インターネットは，ブロードバンド時代に入った。メ

ディアとしてCATV，無線，光ファイバなどが使われて

いるが，特に既存の電話回線が利用できる A D S L

（Asymmetric Digital Subscriber Line）が飛躍的に伸び

ている。実際，国内のADSLサービス回線は，総務省ホー

ムページのデータによると，2002年 4月末現在，260万

回線を超え，約30万回線/月の勢いで伸びている。しか

し，ADSLは通話品質の保証をしないベストエフォート

型サービスとされ，通信品質は等閑視されているのが現

状である。一方，企業など通信品質を要求するユーザに

対しては，通信品質保障型サービスも出始めている。

通信の安定性は，電話回線の品質に依存する。品質と

は，大きく2つに分類される。

1つは，回線の本質的な品質である。それは，回線の平

衡度，絶縁抵抗，商用電源ライン接触などであり，音声

電話サービスにも影響がでてくるものである。2つ目は，

外的要因に依存する品質である。回線重畳ノイズ，ブ

リッジタップ（BT：分岐点），回線長に依存する信号損失

などがあり，ADSLやVDSL（Very-high-speed Digital

Subscriber Line）のサービスに大きな影響を与えるもので

ある。

これらの回線の品質調査や，保守，通信のトラブル対

応には，サービスマンを電話局（CO：Central Office）に
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派遣することが一般的であった。

電話局（CO）にサービスマンを派遣することなく，通信

事業者のネットワークオペレーションセンタ（NOC）から

の遠隔操作で，回線品質チェック，回線トラブル解析を

行うことを目的として，xDSL回線テスタLX1000を開発

した。図１に，LX1000の外観を示す。

2. 回線品質評価と測定項目

フルレートADSL（現行の8 Mbps サービス）の場合，

1.104 MHzまで使用し，VDSLの場合，約12 MHzまで

使用している。このような高周波信号を電話回線に通す

ため，音声電話のサービス時には問題にならなかった

AM放送局の電波の重畳，家電製品から定常的に出力さ

れるノイズ，家電製品の電源入切時やエレベータが動き

始める時の突入電流によって発生するバーストノイズ，

他のDSL信号のクロストーク，回線の分岐であるBTの

長さや数，宅内（CP：Customer Premise）配線方法など，

評価する項目は多様化している。

表1に，回線品質評価項目と対応する測定項目を示す。

（1）BTの存在とBTまでの距離

BT の存在とBT までの距離は，回線の減衰特性，

TDR（Time Domain Reflect-meter），及びインピー

ダンスから測定できる。

BTが存在と，減衰特性に周期的な窪みが生じる。窪

みが生じる原理を以下に示す。

BTは，回路的にはオープンスタブとして振る舞う

ため，スタブ長に当たるBTの長さBT_lengthは，以

下で与えられる。

BT _ length =            · 2n–1
4

VOP · C
fn

但し， n ： 1,2 …

fn ： n番目の窪みの周波数

VOP ： Velocity of Propagation = 銅線内を伝

播する信号スピードの光速との比

C ：光速

TDRで，BTが検出できる原理を以下に示す。BTで

は，特性インピーダンス約100Ωの回線が並列に接

続されるため，インピーダンスは約50Ωになってい

る。そのため，TDR測定を行うと，低インピーダン

ス反射を起こして負のパルスが観測される。TDR測

定での反射の原理を以下に示す。反射率Γは，以下

の式で与えられる。

Γ =
Zin – Zout
Zin + Zout

但し， Zin ： 入力インピーダンス

Zout ： 出力インピーダンス通常100Ω

開放端反射は，Zin=∞であるため，Γ=1，ゆえに

正パルスが反射波として観測される。

短絡端反射は，Zin=0であるため，Γ=－1，ゆえに

負パルスが反射波として観測される。

100Ωより大きなポイントからの反射は，正パルス

として観測され，100Ωより小さいポイントからの

反射は，負パルスとして観測される。

インピーダンスにも，BTの影響は現れる。減衰特性

は両端にLX1000が必要なため，片側測定のみの場

合は測定できない。インピーダンス特性をみること

で，特に主配線盤（MDF）近傍から出ているBTには，

有効に検出ができる。

（2）ノイズ源の推定

ノイズ測定で行うことができる。AM放送の重畳，例

えば，NHK東京第一放送の場合は，594 kHzにスペ

クトルが現れる。ISDN回線からのクロストークで

は，特徴的なスペクトルが観測される。計算で得ら

れたスペクトルデータをシグネチャとして登録する

ことで測定結果と重ね書きすることができ，ノイズ

源の推定が可能になる。

（3）重畳ノイズのトレンド測定

日中は安定にリンクするが，夜間は不安定になるな

どのトラブルの場合，同一カッド内もしくは隣接

カードの空き回線を使って，定期的にノイズを測定

する定周期ノイズ測定は有効である。

3. システム構成例

図2に，システム構成例を示す。NOCには回線のデー

タを管理し，LX1000を制御するLX-オペレーションサ

ポートシステムLXOSSを置く。電話局（CO）に設置され

たLX1000はIPアドレスが与えられ，LXOSSからLAN/

WAN経由でリモート制御されて回線の測定を行う。被

測定回線は，多くの回線から任意の一本を選択する回線

切替装置と呼ばれる機器，もしくは，DSLAM（Digital

Subscriber Line Access Multiplexer）の専用カードとし

て用意されているRedundant card の回線切替機能を介

して選択される。図2では，後者を使っている例である。

LX1000のテストポートは，DSLAMのRedundant card

のテストポートに接続される。LX1000 は 4つのテスト

表１　評価項目と測定項目

回線品質評価項目� LX1000測定項目�

商用電源等不用電圧源との接触�

回線の平衡度測定�

絶縁抵抗�

BTを含めた回線長�

BTを含めない回線長�

BTの存在とBTまでの距離�

ノイズ源の推定�

重畳ノイズのトレンド測定�

直流，交流電圧�

縦バランス�

絶縁抵抗�

ループ容量（≒50 pF/m）�

ループバック抵抗（≒0.2Ω/m, φ0.4）�

減衰特性，TDR，インピーダンス�

ノイズ，バーストノイズ�

定周期ノイズ測定�
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ポートを持っているため，4台のDSLAM Redundant

cardのテストポートに接続することが可能になり，一台

のDSLAMで500回線分のチャンネルを持っていると仮

定した場合，DSLAM4台で収容する2000回線分のテス

トを 1 台のLX1000 で行うことができることになる。

DSLAM内で回線が選択されると，LX1000のテストポー

トから，スプリッタ，MDFを介して，CPまでの回線を

見通すことができるようになる。その状態で，LXOSSか

ら測定起動を行う。測定が終了すると，測定データは，

LX1000からLXOSSに転送され，LXOSS上でデータを

閲覧する。測定データはユーザ毎にデータベース上に格

納されているため，サービスが正常に行われていた時の

データと，トラブル時のデータとを比較することも可能

である。LXOSSから複数のLX1000に対して，測定起動

をかけることで複数のCOで並行して測定することも可

能であり，効率良く測定することができる。

4.　LX1000の内部構成

図3に，LX1000内部の構成を示す。外

部インタフェースは，1 0 B A S E - T /

100BASE-TX対応のイーサネットポート，

RS-232及びISDNクロック受信ポートを持

つ。LX1000は，被測定回線の遠端接続さ

れたLX1000との連携測定のための通信手

段として，MODEMを内蔵している。

14 bit DAコンバータは，減衰，インピー

ダンス，TDR他の測定を行うための信号

発生用である。12 bit ADコンバータと16

bit ADコンバータは，信号キャプチャ用

である。Digital Filter によって，IEEE

std743準拠の5種のフィルタがサポートさ

れている。

LX1000は，ISDNのクロックと同期して

測定する機能を持つ。日本のISDN（TCM方式）は，図4に

示したように2.5 msを１周期として，Downストリーム

（DS）とUpストリーム（US）を交互に行うピンポン伝送を

行っている。CO内にあるLX1000に ISDNクロックを入

力することで，LX1000は，DSもしくはUSのタイミング

のみを選択してキャプチャする。Annex Cの場合，CO側

では，ISDNのUSのタイミング時に，ビットアサインを

大きくしたADSLのアップストリーム信号を受信するこ

とになるため，ISDNのUSタイミングでのノイズ評価が

重要になる。一方，Annex Aの場合はISDNとの同期を

取らないため，最悪を想定して，DSタイミングでノイズ

評価が有効である。

5. 測　定　例

5つの測定データサンプルを示す。

ISDN回線からのクロストーク信号データを，図5に示

す。ISDNのクロストークスペクトルのシグネチャを同
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図2　システム構成例

図3　LX1000内部構成

32 bit
RISC CPU

INPUT/
OUTPUT
Port

14 bit
DAC

12 bit
ADC

CAPTURE
MEMORY

WAVE
MEMORY

ADC/DAC
CONTROLLER

DATA
MEMORY

RS-232

ETHERNET

COMMUNICATION
MODEM Between LXs

ISDN
SYNC

Digital
Filter

16 bit
ADC

イーサネット�

コンソール�

テストポート�

ISDN�
クロック�

図4　ISDN同期測定

t
DS US DS US

V
2.5 ms

NEXT測定� FEXT測定�



xDSL回線テスタ  LX1000

30横河技報　Vol.46 No.3 (2002)106

時に表示している。プロファイルの一致から，ノイズ源

の推定を行うことができる。

VDSL帯域の測定例として，100 mの回線の端に10 m

のBTが存在するときの減衰特性を，図6に示す。減衰

特性では，$1波長の干渉窪みが4MHz，$3波長の干渉窪

みが12 MHzに見られる。VDSLでは，10 m程度の宅内

配線がBTとしてインピーダンス特性に大きな影響を与

え，伝送スピードに影響を与える。

図7には，VDSLでは限界とされる1000 m回線の減衰

測定例である。

図8は500 m先にあるBT（500 m長）を検出したTDR

の測定例である。反射である負のパルスが500 mポイン

トで検出されている。1000 ｍ付近にある弱い正パルス信

号は，BTの遠端からの反射波である。

LXOSS は，このような測定データにGO/NG の判定を

与える機能を持っている。リミットカーブと呼ばれる

データを判定条件に組み込むことで，回線の状態のGO/

NGの判定を行うことができる。例えば，ノイズの場合，

「－130 dBm/Hz」のデータで作成したリミットカーブを

判定条件に使うことで，－130 dBm/Hz 以上のノイズが

存在する時に，判定機能がNG 判定を返す。判定条件登

図5　ISDN回線からのクロストークの例 図6　VDSL帯域減衰特性測定例
（回線長100 m，先端に10 mの宅内配線付き）

図7　VDSL帯域減衰特性測定例
（回線長1000 m）

図8　TDR測定例
（500 m点に500 m長のBTあり）

図9　判定条件登録画面 図10　結果判定画面例

録画面と判定結果画面の例を，図9, 10 に示す。図10

では，CO ノイズデータが判定条件のリミットカーブ

「－130 dBm/Hz」より大きかったために，不合格となっ

た例である。このように，複雑な測定パラメータを操作

する必要がなく，回線の状態を自動的に判定し，結果を

表示する。

6. お  わ  り  に

xDSL回線テスタLX1000とオペレーションサポートシ

ステムLXOSSで構成される回線テスタのシステム構成

と，テスタを使った回線評価の実例を紹介した。

本システムは，回線の何らかの問題によってサービス

を受けられていない一般ユーザや，品質重視のビジネス

ユーザへの良好な通信品質保証のためのツールとして，

また，サービスマンのCOへの派遣が不要な本システム

は，低価格化競争の通信市場向けとしても有効である。

ADSLはもとより，昨今，マンション，ホテル向けに

急速に伸び始めてきたVDSLやHomePNA（高速家庭内

LAN）サービスに対しても，有効なツールとして働くこ

とが期待できる。


