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(57)【要約】
【課題】測定器を用いて測定する測定現場とパソコンに
よる測定データの確認、解析を行う地点とが遠く離れて
いる場合であっても、測定現場で誤った測定結果が取得
されることを防止できる測定システムを提供すること。
【解決手段】測定現場で測定を行う測定器と、この測定
現場から離れた地点で前記測定器の測定データの確認、
解析を行うパソコンとで構成された測定システムにおい
て、
　前記測定器に設けられた無線通信機能付きメモリカー
ドと、このメモリカードとの間で無線通信を行うととも
にインターネットに接続される携帯端末と、インターネ
ットに接続されるメモリとを具備し、
　前記パソコンはインターネットに接続され、前記測定
器の測定データは無線通信機能付きメモリカードおよび
前記携帯端末を介して前記前記データ格納手段に格納さ
れることを特徴とするもの。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　測定現場で測定を行う測定器と、この測定現場から離れた地点で前記測定器の測定デー
タの確認、解析を行うパソコンとで構成された測定システムにおいて、
　前記測定器に設けられた無線通信機能付きメモリカードと、
　このメモリカードとの間で無線通信を行うとともにインターネットに接続される携帯端
末と、
　インターネットに接続されるデータ格納手段とを具備し、
　前記パソコンはインターネットに接続され、前記測定器の測定データは無線通信機能付
きメモリカードおよび前記携帯端末を介して前記前記データ格納手段に格納されることを
特徴とする測定システム。
【請求項２】
　前記測定器は、ＯＴＤＲであることを特徴とする請求項１に記載の測定システム。
【請求項３】
　前記携帯端末は、スマートフォンであることを特徴とする請求項１または請求項２に記
載の測定システム。
【請求項４】
　前記携帯端末は、タブレットであることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の
測定システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、測定システムに関し、詳しくは、無線ＬＡＮを介した測定データの転送に関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　測定装置の一種に、光通信用ファイバ（以下光ファイバという）の敷設工事や保守サー
ビスの現場で用いられるＯＴＤＲ(Optical Time Domain Reflectometer；光パルス試験器
)がある。
【０００３】
　ＯＴＤＲは、敷設された光ファイバに試験用光パルスを入射してその反射パルスを測定
することにより長手方向の損失分布情報を求め、この損失分布情報を解析して光ファイバ
の接続点までの距離や接続損失、接続点で生じた反射量などの各種の測定データを取得す
ることで光ファイバの断線などの故障点の特定などを行うものであり、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。
【０００４】
　ところで、光ファイバ網工事は煩雑な作業が多く、工事作業者としては、ＯＴＤＲのユ
ーザインタフェースは、知識や経験が乏しくても簡単に操作できることが望ましい。
【０００５】
　多心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の融着やコネクタ
接続などの作業が行われることから、作業を行う上で以下に示すような項目について効率
化が求められている。
　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
【０００６】
　そこで、これらの作業効率化を支援するために、多心ファイバ測定機能を強化したパソ
コン（以下ＰＣという）用のソフトウェアも開発されている。
【０００７】
　このようなソフトウェアを用いることで、ＰＣの表示画面上に心線ごとの作業状況を測
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定未実施／測定済みが分かる表形式で表示でき、測定済みの心線にはレ点を付けることが
できる。
【０００８】
　そして、測定にあたり、測定対象光ファイバの心線番号にフォーカスを移動して測定を
行うことで、測定完了後、自動的にファイル名に心線番号が付加されて測定データがファ
イル保存される。
【０００９】
　また、測定済みの心線番号にフォーカスを移動することによりその心線の測定結果であ
るＯＴＤＲ波形をプレビュー表示でき、測定ファイルを読み出すことなく測定波形を確認
できる。
【００１０】
　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、特に作
業者が不慣れな場合には、工事現場で測定のたびに測定条件を設定することは、人為的な
ミスを引き起こす原因ともなる。
【００１１】
　これについても、ソフトウェアを用いることで、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、敷設現場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。これにより、現
場の作業者は、測定条件を設定する必要はなく、直ちに測定を開始できる。
【００１２】
　図３は従来の測定システムの一例を示すブロック図であって、測定器として用いられる
ＯＴＤＲ１０で測定した測定データを外部機器としてのＰＣ４０に転送格納する構成例を
示している。図３において、ＯＴＤＲ１０には、ＯＴＤＲとしての一連の測定処理を実行
する測定部１１と、測定部１１で測定された測定データを記憶保持するメモリカードとし
て用いられるＳＤカード２０と、ＳＤカード２０のデータ記憶部２１を外部記憶装置３０
と接続するコネクタ２２が設けられている。
【００１３】
　ＳＤカード２０のデータ記憶部２１に記憶保持されている測定データは、コネクタ２２
にたとえばＵＳＢメモリなどの外部記憶装置３０を嵌合接続することにより、外部記憶装
置３０に転送格納される。
【００１４】
　ＰＣ４０には、データ記憶部４１と、データ記憶部４１を外部記憶装置３０と接続する
コネクタ４２が設けられている。このコネクタ４２に外部記憶装置３０を嵌合接続するこ
とにより、外部記憶装置３０に記憶保持されている測定データはＰＣ４０のデータ記憶部
４１に転送格納される。
【００１５】
　図４は、図３の構成において測定データをＯＴＤＲ１０からＰＣ４０に転送格納する処
理の流れを説明するフローチャートである。ＯＴＤＲ１０を使用する作業者は、敷設され
た測定対象光ファイバの測定地点から、ＯＴＤＲ１０により測定対象光ファイバに対する
所定のパルス試験を行う。（ステップＳ１）。
【００１６】
　ＯＴＤＲ１０の内部に設けられている測定部１１により測定された測定対象光ファイバ
の測定データは、ＯＴＤＲ１０に内蔵されているＳＤカード２０のデータ記憶部２１に格
納保存される（ステップＳ２）。
【００１７】
　ＳＤカード２０のデータ記憶部２１に測定データを格納保存した後、外部記憶装置とし
て用いるたとえばＵＳＢメモリ３０をＯＴＤＲ１０へ接続し（ステップＳ３）、ＳＤカー
ド２０からＵＳＢメモリ３０に測定データをコピーする（ステップＳ４）。
【００１８】
　その後、測定データの確認および解析を行うＰＣ４０にＵＳＢメモリ３０を接続し、Ｕ
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ＳＢメモリ３０にコピーされた測定データを確認した後、転送が可能な状態にする。（ス
テップＳ５）
【００１９】
　そして、接続されたＵＳＢメモリ３０からＰＣ４０内のデータ記憶部４１に測定データ
を転送コピー格納する（ステップＳ６）。
【００２０】
　これにより、ＯＴＤＲ１０により取得された測定データの確認、解析を、ＰＣ４０で行
うことができる。
【００２１】
　非特許文献１には、小型ＯＴＤＲの設計技術について記載されている。
【００２２】
　特許文献１には、軽量且つコンパクトで手軽に持ち運びができ、準備作業もほとんど必
要がなく、測定システムに対する遠隔操作を容易に行えるＯＴＤＲが記載されている。
【００２３】
　特許文献２には、無線通信機能を有していないホスト機器であっても、外部装置から送
信される処理要求情報に基づいた処理を実行できる無線通信機能付きメモリカードについ
て記載されている。
【００２４】
　特許文献３には、ユーザによる近接無線通信をさせるというアクションに対してファイ
ルの伝送を制御し、ユーザに対して分かりやすいユーザインタフェースについて記載され
ている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００２５】
【非特許文献１】吉田　寛美、外３名、「高性能・多機能な小型OTDRの開発」、横河技報
、横河電機株式会社、２０１２年９月３０日、Ｖｏｌ．５５　Ｎｏ．１（２０１２）　ｐ
．１９－２２
【特許文献】
【００２６】
【特許文献１】特開２０１１－１９６９２７号公報
【特許文献２】特開２０１３－１０１４３６号公報
【特許文献２】特開２０１０－０６７０６０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２７】
　ところで、通信用の光ファイバの試験にあたっては、ＯＴＤＲ１０で測定対象光ファイ
バを測定する作業現場と、ＯＴＤＲ１０の測定データについて確認、解析を行うＰＣ４０
がＯＴＤＲ１０による測定作業現場から遠く離れた地点に設けられている場合や、複数の
地点における測定対象光ファイバの試験を連続して行う場合や、これら両方の条件が重な
る場合がある。
【００２８】
　これらいずれの場合も、ＯＴＤＲ１０を用いた測定終了後にＰＣ４０が設けられている
地点まで移動して、測定したデータの確認、解析が行われるが、ＯＴＤＲ１０で測定する
作業者の測定技能レベルが十分でない場合には、誤った測定結果が取得されていることが
ある。このような場合、再度測定を行わなければならないという問題があった。
【００２９】
　本発明は、これらの問題を解決するものであり、その目的は、測定器を用いて測定する
測定現場とパソコンによる測定データの確認、解析を行う地点とが遠く離れている場合で
あっても、測定現場で誤った測定結果が取得されることを防止できる測定システムを提供
することにある。
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【課題を解決するための手段】
【００３０】
　このような課題を達成するために、本発明のうち請求項１記載の発明は、
　測定現場で測定を行う測定器と、この測定現場から離れた地点で前記測定器の測定デー
タの確認、解析を行うパソコンとで構成された測定システムにおいて、
　前記測定器に設けられた無線通信機能付きメモリカードと、
　このメモリカードとの間で無線通信を行うとともにインターネットに接続される携帯端
末と、
　インターネットに接続されるデータ格納手段とを具備し、
　前記パソコンはインターネットに接続され、前記測定器の測定データは無線通信機能付
きメモリカードおよび前記携帯端末を介して前記前記データ格納手段に格納されることを
特徴とする。
【００３１】
　請求項２記載の発明は、請求項１に記載の測定システムにおいて、
　前記測定器は、ＯＴＤＲであることを特徴とする。
【００３２】
　請求項３記載の発明は、請求項１または請求項２に記載の測定システムにおいて、
　前記携帯端末は、スマートフォンであることを特徴とする。
【００３３】
　請求項４記載の発明は、請求項１または請求項２に記載の測定システムにおいて、
　前記携帯端末は、タブレットであることを特徴とする。
【発明の効果】
【００３４】
　これらにより、測定器を用いて測定する測定現場とパソコンによる測定データの確認、
解析を行う地点とが遠く離れている場合であっても、測定器の測定データをパソコンに転
送できることから、測定現場で誤った測定結果が取得されることを防止できる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明の一実施例を示すブロック図である。
【図２】本発明に基づく測定システムの測定データをＯＴＤＲ１０からＰＣ４０に転送格
納する処理の流れを説明するフローチャートである。
【図３】従来の測定システムの一例を示すブロック図である。
【図４】図３の測定システムの測定データをＯＴＤＲ１０からＰＣ４０に転送格納する処
理の流れを説明するフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　以下、本発明について、図面を用いて詳細に説明する。図１は本発明の一実施例を示す
ブロック図であり、図３と共通する部分には同一の符号を付けている。
【００３７】
　図１において、測定器としてのＯＴＤＲ１０に設けられているＳＤカード５０は無線Ｌ
ＡＮのアクセスポイントとなる無線通信機能を有するものであり、測定部１１で測定され
た測定データを記憶保持するデータ記憶部５１と外部装置との間で無線通信を行う無線通
信部５２を備えている。このようなＳＤカード５０としては、たとえばＦｌａｓｈＡｉｒ
（登録商標）という商品名のものが市販されている。
【００３８】
　携帯端末６０は、ＳＤカード５０との間で無線通信を行うとともに、インターネット７
０との間でも無線通信を行う機能を有するものであり、測定部１１で測定された測定デー
タを記憶保持するデータ記憶部６１とＳＤカード５０およびインターネット７０との間で
それぞれ無線通信を行う無線通信部６２を備えている。具体的には、ＳＤカード５０との
間での無線通信は無線ＬＡＮ規格のひとつであるＷｉ－Ｆｉに基づいて行い、インターネ
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ット７０との間での無線通信はＷｉ－Ｆｉまたは３Ｇや４ＧやＬＴＥ(Long Term Evoluti
on)などのモバイル通信規格に基づいて行う。
【００３９】
　インターネット７０には、ＰＣ４０が接続されるとともに、クラウドストレージ８０も
接続されている。
【００４０】
　図２は図１の構成において測定データをＯＴＤＲ１０からＰＣ４０に転送格納する処理
の流れを説明するフローチャートであり、（Ａ）はＯＴＤＲ１０側における処理の流れを
示し、（Ｂ）はＰＣ４０側における処理の流れを示している。
【００４１】
　ＯＴＤＲ１０を使用する作業者は、敷設された測定対象光ファイバの測定地点から、Ｏ
ＴＤＲ１０により測定対象光ファイバに対する所定のパルス試験を行う。（ステップＳ１
）。
【００４２】
　ＯＴＤＲ１０の内部に設けられている測定部１１により測定された測定対象光ファイバ
の測定データは、ＯＴＤＲ１０に内蔵されているＳＤカード５０のデータ記憶部５１に格
納保存される（ステップＳ２）。
【００４３】
　ＳＤカード５０のデータ記憶部５１に測定データを格納保存した後、携帯端末として用
いるスマートフォン６０によりＳＤカード５０の無線ＬＡＮのアクセスポイントにアクセ
スし（ステップＳ３）、ＳＤカード５０のデータ記憶部５１に格納されている測定データ
を、無線通信部５２および無線通信部６０を介してデータ記憶部６１に転送コピー格納す
る（ステップＳ４）。
【００４４】
　データ記憶部６１への測定データの転送コピー格納が完了すると、スマートフォン６０
とＳＤカード５０との接続を切断し、インターネット７０との接続に切り替える。そして
インターネット７０を介してクラウドストレージ８０にアクセスし（ステップＳ５）、デ
ータ記憶部６１に格納されている測定データを、クラウドストレージ８０に転送コピー格
納する（ステップＳ６）。
【００４５】
　一方、ＰＣ４０を使用する作業者も、インターネット７０を介してクラウドストレージ
８０にアクセスする（ステップＳ１）。
【００４６】
　そして、クラウドストレージ８０に格納されている所望の測定データをＰＣ４０に取り
込み格納する（ステップＳ２）。
【００４７】
　これらの処理手順を実行することで、ＯＴＤＲ１０を使用する作業者は、測定した測定
対象光ファイバの測定データを、測定後すぐにＰＣ４０へ転送することができ、取得した
波形データの確認、解析を迅速に行うことができる。
【００４８】
　ＳＤカード５０が接続可能な測定器あるいはＵＳＢ接続が可能でＳＤ－ＵＳＢ変換する
ことによりＳＤカードが接続可能な測定器にも同様の手法を適用することができる。
【００４９】
　また、スマートフォンにより取得された位置情報を測定データに対して付加することに
より、ＧＰＳレシーバを持たない測定器に対しても位置情報取得機能を持たせることがで
きる。
【００５０】
　さらに、アクセスポイント機能とサーバー機能を有するＳＤカードであれば、スマート
フォン６０がクラウドストレージ８０から測定器１０の設定情報をダウンロードし、さら
にスマートフォン６０からＳＤカード５０へ設定情報を転送することで、ＰＣ４０上で作
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成された設定情報を各測定点に適用することができる。
【００５１】
　なお、上記実施例では、測定器がＯＴＤＲの例について説明したが、本発明で用いる測
定器はＯＴＤＲに限るものではなく、測定器を用いて測定する測定現場とパソコンによる
測定データの確認、解析を行う地点とが遠く離れている場合におけるＯＴＤＲ以外の各種
の測定器にも有効である。
【００５２】
　また、上記実施例では、携帯端末６０がスマートフォンの例について説明したが、タブ
レットやタブレットと同等の機能を有するものであってもよい。
【００５３】
　以上説明したように、本発明によれば、測定器を用いて測定する測定現場とパソコンに
よる測定データの確認、解析を行う地点とが遠く離れている場合であっても、測定現場で
誤った測定結果が取得されることを防止できる測定システムを実現できる。
【符号の説明】
【００５４】
　１０　ＯＴＤＲ
　４０　パソコン（ＰＣ）
　５０　ＳＤカード
　　５１　無線通信部
　　５２　データ記憶部
　６０　携帯端末
　　６１　無線通信部
　　６２　データ記憶部
　７０　インターネット
　８０　クラウドストレージ
【図１】 【図２】
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