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まえがき

富士電機は1985年以来，計装制御システムのDCS（Dis-

tributed Control System）からセンサ，アクチュエータと

いった末端のフィールド機器まで，光ファイバによるディ

ジタル多重伝送を実現したFFI（Fiber-optic Field Instru-

mentation System）を発売していることは本特集号の別

稿（フィールドバスの展望と富士電機の光フィールドバス

への取組み）で述べた。光フィールドバスの開発にあたっ

ては各機器の設計，工事資材の選定などに FFI で得られ

た経験やノウハウが生かされている。

本稿では光ケーブル，光コネクタを中心にした工事，お

よび工事試験について述べる。

光フィールドバスシステムの構成

図１に光フィールドバスシステムの構成を示す。電気/

光変換器と光スターカプラ間のバスライン（幹線），なら

びに光スターカプラとフィールド機器間の分岐ラインが光

ケーブルで接続される。光スターカプラとフィールド機器

は，現場に設置される。

工事計画

光ケーブルであれ，電気ケーブルであれ，ケーブルの布

設条件により工事コストは大きく左右される。以下は必ず

しも光フィールドバス特有の問題ではないが，工事計画段

階で検討・配慮すべき主な項目である。

３.１ 線路の設計

線路設計に際しては，安全性，保守性，経済性など，総

合的に判断する必要がある。

３.１.１ 光の分岐箇所（光スターカプラの設置場所）

光フィールドバスの線路は，図１に示すようにバスライ

ンと分岐ラインに分けられ，光の分岐結合をするのが光ス

ターカプラである。

この光スターカプラはできるだけフィールド機器側に近

く，すなわちバスラインができるだけ長くなるように設置

することがコスト的に有利であるが，フィールド機器の設

置状況，メンテナンス性などから合理的に決める必要があ

る。

３.１.２ ラインのセキュリティ

光フィールドバスでは，バスライン（電気/光変換器と

光スターカプラ間）を二重化することが可能になっている。

このバスラインを二重ルートにするかシングルにするか，

また線路の保護などについて検討する。しかしこれらは低

コスト性とは相反する問題であり，その妥協点をどこに置

くか検討する必要がある。

™セキュリティ：地中管路単独布設＞トラフやダクト＞

架空
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図１　光フィールドバスシステムの構成



光フィールドバスの工事と試験

™低コスト性：地中管路単独布設＜トラフやダクト＜架

空

３.１.３ 布設経路の検討

トラフ，ダクト，管路，電柱など既設のもので利用でき

るものがあれば，できるだけ利用することによって工事費

を節約することができる。場合によっては，ルート長が長

くなっても既設の設備を利用する方が安いこともあるので，

十分検討する必要がある。

３.２ 材料の選定

３.２.１ 光ファイバ

IEC 規格ではテスト用ファイバのみ規定され，実際の製

品にどの光ファイバ，どのような光ケーブルを適用するか

については各メーカーの判断にゆだねられている。

光フィールドバス用の光ファイバとしては，伝送特性や

経済性に加え光コネクタの組立を現場で行う場合があるた

め，ある程度ファイバ径が大きく，取扱いが容易であるこ

とも重要である。

これらの要件から，富士電機では光ファイバとして石英

ファイバ（コア/クラッド径： 100/140μm）と PCF（Plas-

tic Cladding Fiber，コア/クラッド径： 200/230μm）の２

種類を採用している。

３.２.２ 光ケーブル

富士電機では光ケーブルの構造として光コード集合形の

ものを，また，耐雷性を考慮してテンションメンバに金属

を使用しないノンメタリックケーブルを採用している。図

２に光ケーブルの構造を示す。

光コードは光ケーブルの内部に収納され，テンションメ

ンバにより外部の張力から保護されている。光コードはファ

イバ素線にナイロンなどの被覆を施したファイバ心線に，

ポリアミド樹脂などの強化繊維による補強とポリ塩化ビニ

ルなどのシースを施したものである。光コネクタは，この

光コード部に取り付けられる。光コードはファイバ心線を

保護すると同時に，光コネクタの着脱の作業を容易にして

いる。

なお，光ケーブルは布設環境により，構造，材質，強度
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表1　光ケーブルの種類

ケーブル 概　　要 構　　造 特　　長

ストライプ
シース
光ケーブル

™多数のケーブルのなかからでも光ケーブルの区別が
簡単にできる。

光ケーブルのLAP＊1シース，
またはPE＊2シースにストラ
イプシースを採用したケーブ
ル

難燃シース
光ケーブル

™被覆材の酸素指数が高く，通常の光ケーブルよりも
難燃性がある。

光ケーブルの被覆に難燃素材
を採用したケーブル

耐熱
光ケーブル

™耐熱保護工事の必要がなく，露出配線や従来の電線
管工事で十分である。

™非常用設備間の配線などの用途にも適している。

一定の温度下で一定の時間
（例：380℃×15分）通信
を保証するケーブル

金属被覆形
光ケーブル

™耐水性，耐油性，耐薬品性に優れている。
™金属管で側圧を吸収し，光ファイバ心線を保護して
いる。

™ねずみ・鳥・虫などの害から光ケーブルを保護できる。
™テンションメンバが不要で，ケーブルの細径化，軽
量化が可能である。

光ファイバ心線を金属管で保
護し，下水道や地下管路など
劣悪な環境条件に最適なケー
ブル

波付鋼管
がい装
光ケーブル

™布設時に受ける外力や，ねずみ・鳥・虫の害，散弾
事故などから光ケーブルを保護できる。

™直埋設，特に強度が要求される環境に布設すること
が可能である。

光ケーブルを波付鋼管で補強・
保護しているため，機械的強
度が高く，耐環境性にも優れ
たケーブル

ステンレス
ラミネートシース
光ケーブル

™ねずみ・鳥・虫の害などから光ケーブルを保護できる。
™ステンレステープを使用しているので，さびによる
破損の心配がない。

光ケーブルを波付ステンレス
ラミネートテープで補強・保
護しているため，耐環境性に
も優れており，また波付鋼管
がい装に比べて外径を細くす
ることが可能なケーブル

架空用
光ケーブル

™架空布設において，電気の通信ケーブルと同様の工
法で工事が可能である。

メッセンジャワイヤと光ケー
ブルを一体化した自己支持形
のケーブル

つり線

ラッシングワイヤ

テンションメンバ

光ファイバ心線

緩衝層

LAPシース

トレーサマーク
光ファイバ
テープ心線番号

光ファイバ
テープ心線

溝付PE スペーサ
テンションメンバ
押え巻
通信線
HSシース

1
2
3

3
2
1

P1

P2
A

B

光ファイバ心線
テンションメンバ

緩衝層

LAPシース

波付鋼管

PE(PVC)
防食層

４心テープ心線

金属管

中心介在

押え巻

被覆

＊1  LAP：Laminated Aluminum Polyethylene
＊2  PE  ：Polyethylene
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などその環境に適応したケーブルを選定する必要がある。

これは，電気ケーブルと何ら変わるところはない。各光ケー

ブルメーカーから布設環境対応光ケーブルが提供されてい

る。表１に代表的な光ケーブルの種類を示す。

３.２.３ 光コネクタ

光ファイバを光機器に接続するために光コネクタを用い

る。IEC規格では光フィールドバス用の光コネクタとして，

FCコネクタと STコネクタの 2種類が規定されており，

富士電機では両方を採用している。図３に光コネクタの概

観を示す。

３.３ ケーブルの布設条件

光ケーブルは，外部からの物理的ストレスから光ファイ

バを保護するために実用上十分な強度を持たせる構造となっ

ており，基本的には電気ケーブルと同様の工法で布設され

る。

ただし，光ケーブルは電気設備技術基準で弱電流電線と

同じ扱いとなっており，低圧電気ケーブル（AC600 V，

DC750V 以下）との混在布設は可能だが，高圧電気ケー

ブル（AC600V，DC750 V 超）との混在布設は行うこと

はできない。

また地中管路においては，低圧ケーブルであっても同一

管路への収納はできないとされているので，工事設計の際

は注意する必要がある。地中管路への布設例を図４に，ダ

クト，ラックへの布設例を図５に示す。

施　工

光ケーブルは軽量，電気ケーブルと混在布設が可能（た

だし，低電圧の場合）など，施工上電気ケーブルに比べ有

利な点がある反面，光ファイバが塑性材料であるためケー

ブルの布設，コネクタの取付け，機器へのコネクタの取付

けなどに際しては若干の注意が必要である。

４.１ 光ケーブルの布設

光ケーブルは許容曲率半径，許容張力内で延線布設しな

ければならない。光ケーブルを延線する場合は，張力がテ

ンションメンバに加わるよう引張端を形成し，メッセンジャ

ワイヤで延線する。

光フィールドバスの場合，システムの規模，フィールド

の状況などにより光ケーブルに光コネクタを取り付けた状

態で延線する場合もある。この場合は引張端の形成ととも

に，コネクタの保護にも十分注意を払う必要がある。図６

にコネクタなしの場合，およびコネクタ付きの場合の引張

端の例を示す。

４.２ 光コネクタの組立

光コネクタの組立を行うタイミングとしては，ケーブル

布設前にあらかじめ行っておく場合と，ケーブル布設後に

現場にて行う場合とがある。前者の場合にはコネクタ組立

は屋内で行うことになり，作業環境がよい反面，布設の際

にはコネクタ部を適切に保護する必要がある。また，これ

に伴いケーブルを通す電線管の径を後者に比べて大きくす

る必要がある場合などがある。後者の場合には前者に比べ，

布設作業自体は容易となるが，現場でコネクタ組立を行う
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図２　光ケーブルの構造
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図４　地中管路への布設の例
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図５　ダクト，ラックへの布設の例
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必要がある。どちらにするかは，現場の状況を踏まえて設

計段階で決定しておかなければならない。

コネクタの組立方式には，エポキシ樹脂を使って光ファ

イバをコネクタに固定し，端面を研磨して仕上げる方式が

一般的に行われている。一方，光ファイバをコネクタに圧

着固定し，端面のファイバ切断を鏡面切断することで，研

磨を必要としない方式も出現しており，防爆エリアでの作

業などでは有用である。いずれの方式も簡単なトレーニン

グによりだれにでも行うことができるようになる。

光コネクタ組立時は，じんあい，水滴などが付かないよ

う，組立後は保護キャップなどで保護するなど注意が必要

である。

ケーブルへのコネクタ取付け例を図７に示す。

４.３ 機器への光コネクタ接続

光フィールドバスでの光コネクタ接続箇所は，図１に示

したように，フィールド機器，光スターカプラ，および電

気/光変換器の 3か所である。

４.３.１ フィールド機器への接続

発信器への接続例を図８に示す。

光ケーブルをフィールド機器に取り付ける場合，ケーブ

ルグランドにて機器に固定し，機器の端子箱内では若干の

余長を持たせた光コードを収納し，光ユニットのコネクタ

に接続する。

４.３.２ 光スターカプラへの接続

光スターカプラは現場の光スターカプラ収納箱内に収納

設置される。収納箱に導入された光ケーブルは，ケーブル

部分を結束などにより固定したうえでコードに余長を持た

せ，光スターカプラのコネクタに接続する。図９に接続例

を示す。

４.３.３ 電気/光変換器への接続

上位システムとのインタフェースとなる電気/光変換器

は，制御盤などのロッカに収納される。光ケーブルは電気

ケーブルで行われている方式同様，ロッカ内に立ち上げて

引き込み，ダクトなどで固定後コードで電気/光変換器の

コネクタに接続する。図 に接続例を示す。

光ケーブル・コネクタの損失測定

光ケーブルとコネクタの組立が終了したら，電線工事の

１０
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導通試験に相当する光損失測定を行う。光損失測定は一方

のコネクタに光源を接続し，もう一方のコネクタにパワー

メータと呼ばれる器具を接続して行われる。光損失はファ

イバの種類により異なり，測定された光損失がファイバの

種類や長さに応じた所定の値以内であることを確認する。

光工事には電線の絶縁試験に相当する試験はなく，安全性

が高い。

５.１ 測定手順

図 に測定系統と測定器材を示す。光ケーブルは双方

向通信を行うため，被測定ケーブルの両端に取り付けられ

たコネクタをそれぞれA，Bとすると，損失測定は光の方

向がAから Bの場合と，BからAの場合，それぞれにつ

いて実施する。

５.１.１ ケーブル＋コネクタAの損失測定

図 のように安定化光源，ダミーファイバ，パワー

メータを測定用ケーブルで接続し，このときの光の強さを

測定し，これを P1（dBm），次に図 のようにアダプ

タを使用して被測定ケーブルを接続し，このときの光の強

さを測定し P2（dBm）とすると，ケーブル損失＋コネク

タAの損失は，P1－P2（dB）となる。

５.１.２ ケーブル＋コネクタBの損失測定

図 のように接続し，光の強さを測定し，これを P3

（dBm），次に図 のように被測定ケーブルを接続し，

光の強さを測定し P4（dBm）とすると，ケーブル損失＋

コネクタBの損失は，P3－P4（dB）となる。

（b）１３

（a）１３（b）１２

（a）１２

１１

562（34）

富士時報 Vol.71 No.10 1998

電気/光変換器 

光コード 

光ケーブル 

図１０　上位インタフェースへの接続例
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図１２　ケーブル損失＋コネクタA損失測定
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図１３　ケーブル損失＋コネクタB損失測定
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™安定化光源（波長0.85   m）μ 
™ダミーファイバ（φ40～60mm，10ターン以上）
™アダプタ（FCまたはST）

図１１　測定系統と測定器材



光フィールドバスの工事と試験

５.２ 評価基準

光ケーブル特性がメーカーの基準どおりであるか，光コ

ネクタ取付けは適正に行われているのかの評価は，以下の

判定式による。

ケーブル損失＋コネクタ損失≦ l× Lc ＋ Lj（dB）

l ：被測定ケーブルの長さ（km）

Lc：使用ケーブルの伝送損失（dB/km）

Lj：光コネクタの接続損失（dB）

なお，光コネクタの接続損失は 1dB 以下としている。

今，ケーブルの伝送損失 4dB/kmのケーブル 400mを使

用した場合，許容損失＝4dB/km×0.4 km＋1dB＝2.6 dB，

すなわち損失が 2.6 dB 以下なら合格となる。

あとがき

光フィールドバスの工事と試験について概説した。

光ファイバ通信は非常に身近になってきたとはいえ，

フィールドバスといった領域ではまだそれほど一般的でな

いのも事実である。そこで本稿では，工事計画から施工，

機器への取付け，ケーブルの損失測定までをひととおり記

述した。

光フィールドバスシステムの試験としては，このほかに

トータルシステムとしての光伝送損失余裕測定試験をする

必要があるが，誌面の都合で割愛した。

光ファイバの特長を生かした光フィールドバスが発展す

るために，光ファイバ工事がますます普及していくことを

期待する。
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