
ブロードバンドネットワークの成功事例
未来のFTTxとHFCネットワークを革新



お客様のネットワークプランナー

「CommScopeが大ホームラン.
を飛ばしました。当社の状況
は独特のものでしたが、.
CommScopeはじっくりと話.
をきいてくれ、その状況理解に
努めました。このプロジェクト
の成功には欠かせない.
ステップでした。」
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 目次に戻る  =はじめに

通信業界のソリューションプロバイダーの多くはブロード
バンドネットワークとHFCロールアウトを成功させるため
に必要なことの一部に特化しており、真のエンドツーエ
ンドソリューションを提供する企業はほとんどありませ
ん。CommScopeでは、お客様の成功に必要なサポートを
お届けすることに全力を挙げています。弊社は世界中の
お客様の問題を解決し、そのブロードバンドのロールアウ
トについてお客様と緊密に連携することで効率と性能を
最大限にしてきており、そのソリューションはこうした40

年の実績の上に構築されています。お客様に対する信頼
のパートナーとして、共に最高のブロードバンド、HFCネッ
トワークのソリューションを構築してまいりました。

私にとって、このeBookは、お客様がそのブロードバンド
のロールアウトをされるときの課題を解決するお手伝い
をさせていただく中で行った多くの仕事の小さなリストで
す。この中では、ケーブル事業者の数回にわたる合併の
後にそのネットワークを標準化し、またブロードバンドの
野心的なロールアウトに際して光ファイバーのテクニシャ
ンにトレーニングを施して参りました。今までの課題を乗
り越えてきた経験は、将来の課題に対処する知識を技術
を与えてくれました。弊社の仕事はすべてお客様のため
に － お客様第一です。

CommScopeの技術革新と問題解決の企業風土は、弊社
の世界レベルのエンジニアが力強いアイディアをいかに
市場にもたらすかです。これはお客様のご意見とご要望
なしには成し得なかったことです。お客様のネットワーク
は常に変化し続けていますが、次に来るものについては
CommScopeにお任せください。

この冊子ではまさにこのことを示しています。セントラルオ
フィスからお客間プレミスの内部まで、エンドつエンドのソ
リューションでネットワークのあらゆる分野で構築のお手
伝いをいたします。お客様の課題に耳を傾け、迅速に対処
します。弊社のチームはネットワーク構築経験のない作業
員の方をトレーニングし、同軸や電線ケーブルのネットワー
クから完全なブロードバンドネットワークに移行するお客
様と連携します。弊社のソリューションは世界中の過酷な
環境にも耐えるよう構築されています。これが私たちの仕
事です。

CommScopeでは高品質のネットワークを構築、設計、導入
し、お客様と長年にわたる関係を築くことに誇りをもって
います。このeBookは私たちに成功をもたらしていただいた
大切なお客様に捧げます。共に何ができるかを世界に示す
ことができ、感謝いたします。 Erik Gronvall	

(エリック・グロンボール）	
CommScope社	
戦略・市場開拓担当副社長



成功事例
01 - 紙ナプキン上の革新
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常識にとらわれない思考と設計
アジア太平洋地域に位置するこの通信事業
者は、国中の都市部と郊外でFTTHを展開し
ています。マンホール、コンジット、その他の
既存電話用インフラの再使用で導入を加速
し、コストを低く抑えます。

課題：敷設コストと遅れ
まずしっかりした計画を立てました。地下の
インフラの主要部分をアップグレードして、
新しい光ファイバー機器を入れられるよう
にします。しかし工事を開始すると、古い.
インフラは思ったより状態が悪いことがわ
かってきました。長期にわたる、予算外の土
木工事が必要です。

計画の練り直し
工事をしなくてすむように、新たにずっと小さい光
ファイバーターミナルを設計して、既存の地下空
間に入れることは可能でしょうか？

工事をしなくてすむように、新たにずっと
小さい光ファイバーターミナルを設計し
て、既存のハンドホールに入れることは可
能だったでしょうか？
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プロジェクトマネージャーが言いま.
した。「現在あるものを使って何とか.
することも時には必要です。これは、.
元々使う予定だったCommScope製品
のMSTと同じ機能を持ちながらはるか
に小さい光ファイバーターミナルを設
計することを意味します。MSTはすで
にコンパクトなフォームファクターに最
適化されていたので、これは簡単な仕
事ではありません。

新しい.
ターミナルの.
最初のコンセプト

機能要素に分解

マルチファイバー 
フィードドロップレストランでブレーンストーミング

「まず最初にアイディアが浮かんだのは仕事
の後でゆっくりと夕食を取っているときです。
そこにあった紙ナプキンの裏にスケッチを.
したんです」とCommScopeのR&Dエンジニア
は語ります。「これが最終的な設計とはなり.
ませんでしたが、最終的な製品となった主要
なアイディアはいくつかここにありました。」 

ばらばらにして、組み立てなおす
R&Dチームは解体作業のようなやり方で光.
ファイバーターミナルをその主要機能要素に
分解し、それからこれらの要素を別々の設計
にいくつかの構成で組み上げなおしました。
最終的な設計はこのアプローチで究極的に.
得られたのです。

スペースが限られているときは
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スペース、設置面積上の制約は、コネクター
をターミナルの外に伸ばすことで解決でき
ました。文字通り型にはまらないソリュー.
ションです。ターミナルは今までよりも.
コンパクトにはなりませんでしたが、はる.
かに柔軟になったため、込み合ったすぺー
に入れやすくなりました。ケーブルの長さは
互いに違うようにしたので、設置作業員は
容易に設置、メンテナンスができます。

紙ナプキン上で最初の設計をしてから6か.
月で、通信事業者が最初の試験のできる.
最初の試作品ができました。

最終設計：�
柔軟なサービスターミナル

6か月
コンセプト 設計 革新技術

最終的設計
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まとめ
スペースの限られた環境のために特に設計された
この新製品では、通信事業者はネットワーク.
導入に関して何千万ドルもの予見できない工事.
費用と、何か月にもなりうる工期の遅れを回避.
できました。

製品の選択は全体的な導入コストとスケジュール
に大きく影響することがあります。

ホワイトペーパー >> 

ファイバーアクセスターミナル >>

FOSCソリューション >>

TENIOスプライスクロージャ >>

Rapidミニ-RDT と Rapidフェイスプレート >>

ウェブページ >>

ブログ >>

さらに詳しく

このネットワークでの製品

適切な製品を計画しながらも、�
状況に応じて対応する。

https://www.commscope.com/Docs/FTTH_Architectures_WP-110964-EN.pdf
https://www.commscope.com/Docs/Fiber_Access_Terminals_BR-112130-EN.pdf
https://www.commscope.com/Docs/Fiber_Splice_Closures_BR-111526-EN.pdf
https://www.commscope.com/solutions/distribution-and-drop-network-solutions/
https://www.commscope.com/Docs/Indoor_Outdoor_Wall_Box_Solutions_CA-110906-EN.pdf
https://www.commscope.com/solutions/access-terminals-and-drops/
https://www.commscope.com/Blog/DLX-Hardened-Fiber-Optic-Connector-The-Next-of-CommScopes-Top-Innovations/


成功事例
02 - みんなのブロードバンド：地方での事例
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ネット接続されたデバイスが盛んに使われるように
なるにつれ、消費者はますますスピードと帯域幅を
求めるようになります。シームレスなネット接続と.
データのスピードに対する期待は、都市部だけには
とどまりません。通信事業者とMSOは、ブロード.
バンドを地方や、都市郊外の外側へと拡張する.
よう、歩みを速めています。

課題：ブロードバンドエリアの拡大
ブロードバンを地方と、ネット接続があまり浸透し
ていない都市郊外の外側にまで広めることには、
通信事業者にとって他にない課題があります。.
わずか数軒にサービスを導入するにも、長い距離
をカバーしなければなりません。地方では一軒当
たりのコストが高く、光ファイバーの導入が経済的
に可能になるには、加入者の採用率が高くなけれ
ばなりません。通信事業者は機器と労力に大きな
投資を行う必要があるため、こうした主要な投資
にかかる費用が、経済的に成功するか失敗するか
を決定します。

みんなのブロードバンド
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ネットワークを地方に伸ばすにあたっては、.
ネットワークアーキテクチャは通信事業者に.
とって決定的な重要事項です。こうしたネット.
ワーク展開は、1キロメートルにわずか3、4軒し
か家がないという、あまり人の住んでいないと
ころで長距離をカバーします。地形は山がち、
森林、砂漠などで、既存のインフラはほとんど
ありません。通信事業者はシンプルな設計の.
ソリューションを要し、労働力と機器のコスト
をできるだけ低く抑える必要があります。

地方で住宅にファイバーを（fiber-to-the-

home、FTTH）ネットワークを経済的に作成ま
たは拡張する通信事業者が採用している一つ
の方法は、TAPアーキテクチャを用いること.
です。

光ファイバーTAP — 非伝統的なアプローチ
TAP FTTHネットワークアーキテクチャでは光
ファイバーケーブルはサービスエリア全体で
使用され、光ファイバーTAP（Terminal Access 

Point）が光信号を加入者に分配します。これは
シンプルなプロセスです。ケーブルを開き、その
中のファイバーの1本を注意深く切断します。.

光ファイバーTAPは回線にスプライスされ、この
回線が信号の一部を加入者に吸い上げます。TAP

では、信号は回線を通して次の住宅またはビジネ
スまで流れ、そこでまた同じプロセスが繰り返さ
れます。回線には信号がなくなるまで複数のTAP

をスプライスでき、通常32軒の加入者をカバーで
きます。32軒目で別のファイバーを切断し、この
プロセスをさらに継続します。

主な利点：

•	 機器の節約
•	 労力の節約 
•	 効率的に導入 
•	 メンテナンスが容易
•	 将来の拡張が容易

スプリッターキャ
ビネット

ファイバーフィーダー

HE
CO

MN
ONU
ONT

1:32

ファイバーフィーダー

HE
CO Tap Tap TapTap

MN
ONU
ONT

MN
ONU
ONT

MN
ONU
ONT

MN
ONU
ONT

従来の主中型FTTHネッ
トワークアーキテクチャ
（上図）と、分散型TAP
ネットワークアーキテク
チャ（下図）との比較

TAPアーキテクチャ 
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従来の「集中型」FTTHネットワークでは通常.
キャビネットに実装した分配器でデータを加入
者に分配しますが、TAPネットワークの設計は
これとは大きく異なります。この分配器に基づ
いたアーキテクチャでは、光ファイバーフィー.
ダーラインはセントラルオフィスまたはヘッド.
エンドロケーションから道路沿いまたはサー.
ビスエリアのキャビネットまで敷設されます。.
このフィーダーラインはキャビネット内の光.
分配器で終端され、このスプリッターが別の.
ファイバーを通して信号を加入者に分配しま
す。このハブとスポーク設計では、キャビネット
でファイバーの接続とセントラルオフィス機器
の両方を容易に管理でき、またキャビネット.
をリモートセントラルオフィス機器の近くで使
えるので、通信事業者にとって大きな柔軟性が
あります。

機器とケーブルを節約
TAPネットワークと分配器に基づいたアーキテ
クチャの最も大きな違いは、ケーブルに対する
要件です。256軒の加入者がある場合、分配器
に基づいたアーキテクチャでは少なくとも256

本の光ファイバーが必要です。これら256本の
光ファイバーは、機器キャビネットからの数本
の小さなケーブル中に収められています。8個の
1x32の分配器コンポーネントを収めるにはキャ
ビネットが必要で、ここから光信号が加入者に
ルーティングされると同時に、メンテナンス用
途にもファイバーへのアクセスができます。.
地方での多くの導入では、分配器に基づいた.
アーキテクチャははるかに多くのファイバー.
ケーブルと分配機器を要するためにもっと高く
つきます。

TAPネットワーク�
アーキテクチャは�
設置が早く、�
低コスト

•	 必要なファイバーケーブルの数が少ない 
•	 デザインがシンプル - ファイバー本数の少ない一
つのタイプのケーブルが使える 

•	 スプライスの必要数が少なく、熟練作業員を多く
必要としない 

•	 複雑なスプライスマップが不要
•	 機器を大幅に節減。分配キャビネットと分配器は
通常不要

これに対して、256軒の加入者に対する導入で
は、TAPアーキテクチャは最小8本のファイバ
ーを要します。ファイバー4本のケーブル2本が
サービスエリアに向けて直接敷設され、分配
器とコネクターを収めるキャビネットは不要
です。どれだけのケーブルが節約できるかは、
実際のドロップポイントまでの長さによりま
すが、ファイバー4本のケーブルはファイバー
72本のケーブルよりもはるかに安価なので、
節約額が何千ドルにもなることはよくありあ
す。TAPアーキテクチャでは、通信事業者は導
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入に関して使う光ファイバーの数を大幅に減ら
し、中には87％も減らす場合もあります。TAP

アーキテクチャではまた機器キャビネット、分
配器、取付パッド、キャビネット設置費用も不
要になります。 

将来の拡張に向けた計画 

通信事業者の中には、分配器アーキテクチャ
に比べてTAPアーキテクチャネットワークは拡
張が難しいと思う方もおられるようです。これ
は事実ですが、TAPシステムは通常最小限の.
ファイバーで設計して初期投資額をできるだ
け抑えるようになっています。設計者は導入時
には1:2の分配を用いて光使用効率の向上に
努め、その後拡張が必要になればこの1:2分配
を取り去ってキャパシティを追加し、別の光.
ファイバーTAPを追加してポート数を増加でき
ます。また、別の拡張戦略として、多くの通信
事業者は最初の4本のファイバーケーブルと同

時にダークファイバーを購入されます。これはフ
ァイバー12本のフルバッファーチューブの方が経
済的だからです。ケーブルのサイズは変わらず、
ダークファイバーを追加することですべてのソリ
ューションを最も効率良く使用でき、各ファイバ
ーは32軒の住宅に分配できます。

まとめ
ブロードバンを地方に導入するのは経済的、.
地理的課題がありますが、こうした課題の克服
にはTAPネットワークアーキテクチャが役立ち
ます。この設計の大きな利点は、過疎地帯をカ
バーするのに要するファイバーが大幅に少なく
て済むことです。地方でのFTTH導入では通常長
い距離がつきものですが、このファイバー本数
の削減は初期投資額を大幅に削減でき、通信
事業者は従来のファイバーネットワークでは導
入コストが高すぎるエリアにもブロードバンド
を展開できるようになります。

ホワイトペーパー >> 

ブログ >>

さらに詳しく

光TAPソリューションカタログ >>

このネットワークでの製品

https://www.commscope.com/Docs/Tap_Network_Architecture_NAR_WP-112756-EN.pdf
https://www.commscope.com/Blog/Tapping-into-rural-deployments/
https://www.commscope.com/globalassets/digizuite/3101-optical-taps-solution-br-111894-en.pdf


成功事例
03 - 国立公共事業がブロードバンドを採用
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ヨーロッパのこの電力会社では、デジタル
経済が国の将来の成長と世界での競争力
の主要要素であるとの認識のもと、高速
インターネットを国中の住宅とビジネスに
もたらすことを決意しました。この電力会
社がオープンアクセスFTTHインフラを構
築、所有し、これをパートナーにリースし.
ます。パートナーはこれを消費者向けイン
ターネットやその他の加入者向けサービス
として販売します。

課題：コスト超過
導入の最初の段階では約50万のプレミスを
カバーしました。この電力会社は広範な送
電網を持ち、敷設権、局外設備での実績
や、さらにはリースしたファイバーサービス
をサポートするファイバーバックボーンまで
所有しています。しかし、FTTHはこの会社に
とっては新しいアーキテクチャでした。導入
を開始すると、コストが上昇しているのがわ
かりました。ではコストについてどのように
対処し、プロジェクトを本来の軌道に乗せ
たのでしょうか？

16

公共サービスとしてのインターネット

ではコストについてどのように対処
し、プロジェクトを本来の軌道に乗
せたのでしょうか？
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ネットワークの再設計
CommScopeのエンジニア「送電系統の上
にFTTHを構築するにはそれ独自の課題があ
ります。公共事業の停止時間は最短でなけ
ればなりません。高電圧機器付近で作業を
するには安全性が極めて重要です。さらに、
送電網の地図が現状に合っていないことも
ありました。」 こうした予期せぬ問題のた
め、敷設コストは予算で見積もったもの.
よりもはるかに高くなってしまいました。

雨天
天候もまた問題となりました。降雨量が多
く、洪水の恐れが多い地区のため、機器は
よく密閉して耐水性または対候性がなけれ
ばなりません。

0 0

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8

9

+

IP 6 5

CommScopeのアカウントマネージャー「こう.
した状況では画一的なアプローチでは間に合い
ません。お客様の既存の送電施設に適合する経
済的なソリューションが必要でした。初めに設計
したネットワークはできるだけ柔軟性が高く将

来の拡張に備えたものでしたが、これでは.
高くつきすぎます。詳細な現地調査を行い、.
データを検討した結果、ネットワークアー.
キテクチャと製品の選択を最適化でき.
ました。」

ネットワークの水からの保護
次の列の1桁目と2桁目を組み合わせたIP評価。下の例を参照。

1桁目 - 固体 2桁目 - 液体 1桁目 - 固体 2桁目 - 液体

保護なし 保護なし

手など、50mm.
を超える固形物体.
から保護

水滴に対して.
保護

指など、12.5mm.
を超える固形物体.
から保護

15度の角度での.
水滴に対して保護

2.5mm
ワイヤーなど、..
2.5mmを超える..
固形物体から保護

60度の角度での.
水の噴射に対して.
保護

1.5mm
細いストラップなど、..
1.5mmを超える.
固形物体から保護

どの角度からの.
水の飛散に対して
も保護.

粉塵保護。..
有害な粉塵の..
侵入を防止

どの角度からの..
水の噴流に対して.
も保護

防塵。..
粉塵の侵入なし

強い水の噴流や..
大波に対して保護

例：
一時的な水没..
（3フィートに30分間）..
に対して保護.

永久的な水没..
（最大13フィート）..
に対して保護.

どの角度からの水の��
噴流に対しても保護
防塵。粉塵の侵入なし
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敷設コストの削減
「中央のロケーションに1:32の分配器を
収めた集中型トポロジーを構築し、小さ
なキャビネットの数を減らしました。.
当初、こうした分配器を収めたハブは.
キャビネットでしたが、土木工事と敷設.
コストのために、これは理想的なソリュー
ションではないことが判明しました。より
低いコストでネットワークの目標を達成
する別の方法として、分配器をスプライス
クロージャに移動して、コールドシーリン
グを施し、容易なアクセスと拡張への柔
軟性を与え、トレーニングの削減による労
賃の大幅な削減、そして敷設時間の短縮
しました。こうした機器は耐環境性を備
え、あらかじめコネクターが出ているため
にオープンアクセスが不要なので、初日か
ら天候に優れた耐性を示しました。」

予期しないコストが積み重なっても、
信頼できるパートナーならしっかりと
軌道に乗せてくれます。
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まとめ
ネットワークの設計変更、製品の最適化、労力削減に注力することで、プロジェクト.
を予算内に収めることができました。この公共事業体のネットワーク計画担当者
「CommScopeは真のパートナーであることを示しました。当社では過去に、リースし
たネットワークでの仕事をCommScopeと共にしたことがあり、FTTHでも共同で仕事
をするのは自然な流れでした。CommScopeは対応が迅速で優れており、世界中での
実績も当社にとって役立ちました。」 

ウェブページ >>

FACT ODF >>

ファイバーガイド、光ファイバーのレース >>

FDH (ファイバー分配ハブ) >>

FOSC (光ファイバースプライスクロージャ) >>

TENIOスプライスクロージャ >>

耐候性コネクティビティ >>

ミニOTEターミナル >>

プレミスボックス >>

動画 >>

ブログ >>

さらに詳しく

このネットワークでの製品

「CommScopeは対
応が迅速で優れて
おり、世界中での実
績も当社にとって
役立ちました。」

https://www.commscope.com/Solutions/Wireline-networks/
https://www.commscope.com/Solutions/High-density-full-front-access-optical-distribution-frames/
https://www.commscope.com/Solutions/Fiber-raceway-solutions/
https://www.commscope.com/Solutions/Fiber-distribution-hub/
https://www.commscope.com/search/?searchquery=SCIL
https://www.commscope.com/solutions/distribution-and-drop-network-solutions/
https://www.commscope.com/Solutions/Access-terminals-and-drops/
https://www.commscope.com/Solutions/Optical-termination-enclosure/
https://www.commscope.com/Solutions/MDU/
https://www.youtube.com/watch?v=fXa0Y1GgV1s
https://www.commscope.com/Blog/Theres-No-Limit-to-What-Fiber-Can-Do/


成功事例
04 - 小さな箱の中でのファイバー保護
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黄山高速鉄道は全長265km、365.5億中国元で建設されました。.
この鉄道は5Aレベルの景勝地を7か所で駆け抜け、中国有数の.
美しい鉄道です。

列車が線路上どこでも鉄道信号に高い信頼性でアクセスする必要
があるのと同様に、乗客も優れた体験を楽しめるようなモバイル.
信号へのアクセスが必要です。列車と乗客が共に信頼性の高い高
速ネットワークにアクセスして安全性と快適性が得られるように、.
黄山鉄道では光ファイバーネットワークのソリューションを
CommScopeに託すことにしました。

小さな箱の中でのファイバー保護
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お客様の課題
乗客が山脈を超え、車窓から美しい風景を楽し
むとき、高速鉄道建設の困難や、特に黄山鉄道
で課題となった複雑な地形のことなど考えるこ
とはないでしょう。このルートは水を含んだ破
砕地や、大地のひずみのきわめて大きい地域、
いくつものトンネルや橋など、多くの難しい地形
をを通過しなければなりません。そのため光.
ファイバー敷設時にはケーブルのスプライス保
護の安定度と信頼性がとりわけ重要で、そうし
て長期にわたる開発のニーズを満たして、鉄道
に沿った敷設時に光ファイバーリピーターの信
号接続を確実なものにする必要があります。

光ファイバーネットワークのアーキテクチャや
従来の通信事業者の敷設環境とは異なり、.
このアプリケーションでは鉄道に沿って独立.
したケーブルスロット、信号制御ケーブル、通信
ケーブルが必要です。しかし、ケーブルスロット
の内部スペースは限られているため、光ファイ
バーは通常の都市での敷設のようにスプライ
スポイントで巻いておくおことはできず、キャッ
プタイプのケーブルスプライスクロージャを使
うことはできません。代わりにリニアケーブルス
プライスボックスを使わなければなりません。

技術的な課題に加え、計画上の困難もありまし
た。鉄道に沿った地形の複雑さ、敷設初期の
困難と完成までの厳しい納期のために、敷設
担当者はケーブルの敷設と融着を素早く、効率
的に行って、参加しているワイヤレス事業者3社
共同でのデバッグとテストを予定通りに行える
ようにする必要がありました。これには、線路
に沿ってファイバーのスプライスを素早く、.
しっかりと行えなければなりません。
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CommScopeのソリューション
黄山高速鉄道に業務を提供している通信
事業者は、この重要な外部ネットワークに
CommScopeのリニアゲルシール型スプライス
クロージャを選びました。このリニアゲルシール
型スプライスクロージャは柔軟なシール用ゲル
を用い、これは少しの圧力で成形でき、その形
状を記憶します。このゲルはシールされると力
を均等にかけ、チェンバー；・スペース全体に優
れたシールを施します。

コストが高く、メンテナンスが困難なため、.
ソリューションは長期にわたる安定性と運用
の信頼性がなければなりません。もし問題が
起きれば、それは鉄道運用での安全性にか
かわり、乗客の体験にも響きます。そのため、
スプライスクロージャのソリューションは初
めからうまく動作し、何年にもわたって信頼
できなければなりません。

従来の馬蹄形ゲルクロージャは複雑で、実装
が困難です。ゲルは固く、ボルトでクロージャ
をシールする必要があり、時間がかかりすぎ
ました。さらに、クロージャのメンテナンスに
はシールのためのガスケットを取り外して交
換する必要があり、このため水漏れとネット
ワークの劣化の恐れがありました。

こうした特徴のために光ファイバーは長期に
わたって安定し、動的信号の伝送に必要な厳
しい安定性条件を完全に満たします。
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結果
CommScopeのリニアゲルシール型スプライスク
ロージャは敷設時間を大幅に短縮し、定期.
メンテナンス作業の効率を向上しました。

お客様の分析によると、実装時間は15％短縮
され、クロージャの開閉を伴うメンテナンス作
業時間はなんと30％も短縮されました。

CommScopeのリニアゲルシール型スプライスク
ロージャは敷設コストのわずかしか占めてい.
ませんが、鉄道の信号制御を担うファイバー.
ノードと、乗客の通信サービスに、きわめて貴
重な信頼性をもたらしました。

CommScopeのソリューションはそのコンパク
トなサイズ、敷設の質、設備投資と運用コス
トが低いこと、敷設作業が容易でメンテナン
スが簡便なために、黄山高速鉄道、そしてど
のような鉄道アプリケーションにおいても、
理想的なものであることが実証されました。

ウェブページ >> 

FOSCカタログ >>

ブログ >>

さらに詳しく

このネットワークでの製品

+	
設備投資

+	
運用	
コスト

https://www.commscope.com/solutions/fiber-optic-splice-closures/
https://www.commscope.com/Docs/Fiber_Splice_Closures_BR-111526-EN.pdf
https://www.commscope.com/Blog/Top-10-CommScope-Innovations-Outside-Plant-Closure-Solutions/


成功事例
05 - 将来のために最適化されたファイバー
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この通信事業者は有線、無線ネットワークとインフラサービスを提供してい.
ます。その光ファイバー、高速広帯域、全ファイバーネットワークへの投資の
結果、包括的なファイバー管理ソリューションが必要となりました。

エンドツーエンド
のソリューション
CommScopeではお客様のプ
レミス、MDU、ファイバーアク
セスネットワークから、セント
ラルオフィスとヘッドエンド機
器まで、あらゆるファイバー製
品群をそろえています。

未来まで早送り
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スペースに対する競合
この通信事業者は長年出来合いのケーブル管理製品を購入してき.
ましたが、これではもう将来の成長には間に合わなくなっていました。
アクセススペースは限られており、ケーブル管理機能の欠如がネット.
ワークの柔軟性と信頼性を損ねていました。光ファイバーのポート数が
増えたにも関わらず、光ケーブル管理ができなかったため、ケーブルは
雑然として、デバイスポートの使用率は低下しました。

クリーンで無駄がない
CommScopeの次世代フレームソリューションは、このインフラの.
アップグレードに理想的なものでした。このソリューションは.
モジュール式で、統合的なラック構造にはトラフ用のスペースが.
十分にあり、ファイバーが積み重なったり込み合ったりすることを.
防げます。この水平台ではケーブルやコネクターに容易にアクセス.
できます。このフレームではまた通信事業者は機器の移動や追加が
容易に行えます。

製品カタログをダウンロード
して、フレームソリューション
の詳細をご覧ください  >>

この通信事業者はどの�
ようにして全ファイバー�
ネットワークの要件を�
満たしたのでしょうか？

http://www.commscope.com/Solutions/High-density-fiber-connectivity/


28

 目次に戻る  =05 - 将来のために最適化されたファイバー

成功を念頭に
安定した、セキュアな通信が必要となるBRICSサミットが近づく中、この.
通信事業者には信頼性が高く、セキュアなソリューションを探す時間は.
あまりありませんでした。CommScopeのパートナーはその後フレームソ.
リューションを設置することになる15の中央機器室を素早く調査し、各サ
イトに対するコネクター長を正確に特定しました。CommScopeは注文を
処理し、通信事業者のスケジュールに合わせることができました。

この事業者は96コアのモジュールを選択し、これは将来のニーズに応
じて144コアまでアップグレードすることもできます。機器のラックは
CommScopeの次世代フレームを用いて最大40％拡張できます。分配器、
カプラー、波長分割マルチプレクサーなどのコンポーネントも用意して.
あるので、通信事業者はファイバーリソースの使用率を強化することが.
できます。

ネットワークに小さな変更を加えるだけで、効率は�
大きく変えることができます。
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最適なファイバーソリュ
ーションはスケーラブル
で、企業活動と共に成長
する。

オンデマンドで得られる
信頼性
通信事業者は性能、稼働率、成長への
柔軟性を最大限に生かせるシステムと
機器を求めています。CommScopeの.
プラグアンドプレイのソリューション
は、速度と効率を保ちながら機器を.
容易、頻繁に追加、変更できます。

ウェブページ >> 

製品カタログ >>

ホワイトペーパー >>

動画 >>

さらに詳しく

進化するネット.
ワークの課題

複雑なファイバー移行と.
管理

帯域幅に対する大きい要求

信頼性確保へのさらなる.
要求

ネットワークのあらゆる側.
面でのコスト削減の要求

https://www.commscope.com/Solutions/High-density-flexible-optical-distribution-frames/
https://www.commscope.com/Docs/NGF_ODF_BR-112071-EN.pdf
https://www.commscope.com/Docs/Fundamentals_Fiber_Cable_Management_WP-110953-EN.pdf
https://youtu.be/W6NmoRhO3FY


成功事例
06 - 地方企業、都市部に足跡
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この小さな、地方のブロードバンドサービスプロ
バイダーは50年以上前に設立され、何千もの顧
客があります。地方でのブロードバンドは、人口
密度が低く、そのため導入コストが高いので課題
が多くあります。「需要は常にありました」と顧
客に接する通信マネージャーが言います。「しか
しサービスプロバイダーは、サービスを提供する
ためには時間とお金を投資しなければなりませ
ん。弊社は意欲を持ってこれに取り組んで来まし
たので、その結果お客様のご愛護を得て、成長を
続けることができました。」

課題：巨大企業との競合
このプロバイダーでは長年にわたり、サービスエリ
アをより利益性の高い都市部に広げて行こうとし
ていました。しかし、小さな企業がはるかに大き
いプロバイダーにまともに対抗して行くのは容易
なことではありませんでした。「新たな市場に出
て行っても、大企業が顧客のすべてを取ってしま
います。競合するのは容易ではありません」と通
信マネージャーは言います。

はるかに大きく、
資金力のある通
信事業者との競
合と差別化

地方のブロードバンド、都市部の足跡
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「天才的な」レイアウト
大企業と競合する新たな方法を模索する中、.
この通信事業者では専門のブロードバンドビジネ
スを作りました。CommScopeのアカウントマネー
ジャーの言葉です「この企業では弊社のインデ
クシングソリューションを用いたテストケースを行
い、より少ないファイバーでより速く導入が行える
かどうかを見極めたいと考えました。」ファイバー
インデクシングは、各ターミナル内でファイバーの
位置を1つのマルチファイバーから別のものへと.
シフトすることを指します (右図参照)。

結果は良好なものでした。この通信事業者はこの
スプライスなしのコネクター式テクノロジーのレイ
アウト、損失計算、導入スピードから「天才」と呼び
ました。

その後の導入においては、この通信事業者は架空
分配ハブを設けて、ここからファイバーケーブルを
電線から道路へとカスケードして行きました。この
プロジェクトのパイロットフェーズでは6つのロケー
ションと150軒の住宅をカバーしました。ファイ.
バーインデクシングターミナルは電信柱に設置.
され、マルチファイバーケーブルを用いてリニアな
カスケード式でリンクしました。

1  1
 2  2
 3  3
 4  4
 5  5
 6  6
 7  7
 8  8
 9  9
 10  10
 11  11
 12  12

このプロセスは、最初の
インデックスターミナル
に入るファイバー分配.
ハブ (FDH) からの12本の
ファイバーケーブルに始
まります。

ターミナルの中では、これ
らのファイバーは分割さ
れ、最初の位置にあるファ
イバーからの信号は1:4また
は1:8のス分配器にルーティ
ングされて、ローカルの顧
客へと届けられます。

その他のファイバーは.
「インデックス」されま
す。位置の順番に1つずつ
進められ、ファイバー12
本のHFMOCでまとめら
れます。

出力側の、ファイバー12
本の耐候性ケーブルは
次のターミナルに接続さ
れ、ここでインデクシン
グのプロセスが繰り返.
されます。

1

ファイバーインデクシングの仕組み

2 3 4

シングルファイバーのコネクター

フォワードフィード

ファイバーケ
ーブル12本の
コネクター ファイバー12本の

ケーブススタブ

構成要素の.
.「定型的な」構成

ファイバーケー
ブル12本の.
コネクター

シングルファイバーのコネクター

逆フィード

ファイバー
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ファイバーケーブルを50％軽減
このプロジェクトの全体では3000軒の
住宅をカバーし、節約できたファイバー
ケーブルの量は極めて多いもので.
した。この通信事業者のマネージャー.
「当社は小さな企業なので、在庫した
いだけ在庫できる訳ではありません。.
CommScopeのファイバーインデクシン
グテクノロジーのおかげで、通常の.
半分のゲーブルでこれらの住宅を接続
できました。ものすごく助かってい.
ます。」

ネットワークアーキテクチャー 接続オプション

スター リニア ファイバー
の�スプライス

耐候性��
コネクター

35 �
分

5�
分

ターミナルのリニアトポロジーで

50% ケーブルを節約

ファイバーインデクシングテクノロジー
は�ケーブルの使用量をスタートポロジー
ネットワークに比べて半分以下に抑え
ました。

あらかじめ終端されたコネクターの使用
により�スプライスは不要となり、顧客を�
ファイバーネットワークに�接続する総時
間数の短縮が可能になりました
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後には戻らない
通信事業者マネージャー「とてもうまく行き
ました。もう従来の方法には戻らないと思い
ます。」ファイバーインデクシングのおかげで
導入は速く、労力は少なく、資材使用量も少
なくなり、小企業でもはるかに大きな企業に
太刀打ちできるようになりました。「これで.
当社の顧客により良いサービスを提供し、.
今までより速く回線開通できるようになりま
した。最初の建設工事は今までの9週間から
3週間に短縮でき、一日4件の実装が10件に
まで増やせました。これはもう画期的なこと
ですよ。」

テクノロジーを適切
に選ぶと競争力が生
まれる。

ホワイトペーパー >> 

ファイバーアクセスターミナル >>

耐候性コネクター >>

ファイバー分配ハブ >>

ウェブページ >>

ブログ >>

さらに詳しく

このネットワークでの製品

https://www.commscope.com/Docs/Fiber_Indexing_A_Cost_Optimizing_Approach_WP-110968-EN.pdf
https://www.commscope.com/Docs/Fiber_Access_Terminals_BR-112130-EN.pdf
https://www.commscope.com/Solutions/Hardened-fiber-connector-system/
https://www.commscope.com/Solutions/Fiber-distribution-hub/
https://www.commscope.com/solutions/fiber-indexing-terminals/
https://www.commscope.com/Blog/Top-Promising-Innovation-Fiber-Indexing/


成功事例
07 - ファイバー技術の構築�



 目次に戻る  =

36

 07 - ファイバー技術の構築  目次に戻る  =

この州立通信事業者は、125年前に電信電話公社と
して設立された長い歴史を誇ります。今日では、電
話、モバイル、ブロードバンドのサービスを数百万の
住民に提供しています。この国の大統領は高速イン
ターネットが経済成長と国際競争力の強化に重要で
あることに鑑み、野心的なFTTHプログラムを国全体
に推し進めました。

課題：ファイバーに関する知識の不足
最初のフェーズでは調査、計画、標準の策定、ネット
ワークの設計、ベンダーの選択を、専門家による比
較的小さなグループで行いました。しかし、敷設に
は大勢の光ファイバーのテクニシャンと敷設作業員
が必要となります。

光ファイバーに関する専門技術は少数の光バック.
ボーンの専門家しか持っておらず、通信事業者の.
方ではテクニシャンを養成するプログラムすら持た
なかったので、これが最大の課題でした。

この通信事業者はどの�
ようにして現場の敷設作
業員を短い期間で育成
できたのでしょうか？

野心的な計画
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知識の移転
実際のトレーニング開始前に、タウンホールのようなミーティングを
開きました。この新技術に人間味を持たせることは重要ですので、
他の国々で導入に携わったCommScopeのエンジニアがその経験を
語りました。トレーナーを養成するプログラムを現地の大学と共同
で作成し、敷設作業要領とトレーニング資料は現地語で用意しまし
た。CommScopeのエンジニアは最初の敷設を監督し、実地の手引き
や助言を与え、また高い水準の品質と業界での推奨事項への準拠を
確保しました。

人がすべて
通信事業者のトレーニングマネージャー「電線ケーブルを何十年も扱
ってきた古参のテクニシャンは、新しい光ファイバー技術に一種の脅
威を感じました。」光ファイバーでの作業には電線よりも高いレベル
の技能が必要です。古参たちはもう用なしになったかと思いました。
初めは拒否反応がありましたが、光ファイバーと電線の類似点を比較
するうち、これまでの経験が生かせるようになって、気楽に作業に取り
組めるようになりました。製品についての実地のトレーニングは大き
な成功をおさめ、最後にはテクニシャンたちはこの新技術を自分の.
ものにしました。人々の見方を変えるには時間がかかるのです。」

 CommScopeは500人の
トレーナーとテクニシャン
を養成…

トレーニング開始…

CommScopeのトレーナー養成プログラム

3000人の敷設テクニシャン



 目次に戻る  =

38

 07 - ファイバー技術の構築  目次に戻る  =

ファイバーの被覆をはがし、�
クリーニング 

ファイバーをクリーブ ファイバーを融着�
スプライサーで接合

ディスプレイが融着�
スプライスの質を表示

スプライスされた�
ファイバーと保護用スリーブ

（SMOUV） 

ファイバー融着スプライスの5つのステップ

2本の光ファイバーケーブルの接合には、融着.
スプライスを用います。直径125ミクロンのフィ
ラメント2本は、レーザー信号が干渉なくケーブ
ルを通過できるように融着します。この複雑な
プロセスには高い精度が求められます。

人間の髪の毛と光ファイバー
を25,400％拡大したもの

光ファイバーの直径

人間の髪の毛の直径

1 2 3 4 5     
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特殊工具不要の製品
光ファイバーでの作業には通常特殊ケーブル
とスプライス工具は必要です。しかし、この
通信事業者は経験の少ないテクニシャンと
基本的な機械工具で実装できる製品を選択
することで、経験豊富なテクニシャンの不足
に対処しました。このひとつの例はFOSC 450

光ファイバースプライスクロージャです。これ
は、コールドシールゲルテクノロジーの採用
によって、電動工具は不要です。

住宅へのサービス供給のリーダー 

導入は大都会で始まり、地方へと広がって行き
ました。CommScopeはこのプロジェクトに500

人のテクニシャンを直接養成し、彼らがさらに
3000人を超す敷設担当者を養成しました。.
このネットワークの展開において、この州立の
通信事業者は目を見張る成果をあげました。.
この国はこの地域で最も高いFTTH浸透率を達
成し、そのICT（情報通信技術）戦略が国の経
済と将来の開発に真の影響を与えたと広く認
識されています。

自社スタッフ養成への投資局外ファイバーは
何十年にもわたってサービスを提供するもので
すので、初めから適切な仕事をして投資を守る
必要があります。

ウェブページ >>

ネットワークアプリケーション >>

パフォーマンステスト >>

材料科学  >>

フィールドトレーニング  >>

動画 >>

CommScope.
インフラアカデミー >>

さらに詳しく

CommScopeの強み 

「この新技術はすべてを変革しました。私た
ちの敷設作業はわずか2時間のトレーニン
グを受けた下請け業者ができました。スプ
ライス機器も不要だったのです。これで競
争力もはるかに強くなりました。」

https://www.commscope.com/solutions/wireline-networks/
https://share.vidyard.com/watch/xx7S7r2JpGGgt8nBQrVnKd
https://share.vidyard.com/watch/Wy7KqdqZQVTNTaf5pnPdTx
https://share.vidyard.com/watch/F72CNqEa6GJAS1oEheTch6
https://share.vidyard.com/watch/H9WVa5PVq2LGK8jGgkiYHk
https://share.vidyard.com/watch/MRBebMN4J9kkQ4Az3Saen9?
https://www.commscope.com/Support/Training/
https://www.commscope.com/Support/Training/


成功事例
08 - オープンで相互運用可能�
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すべてを接続
この国は超高速インターネットへの移行準備がで
きています。この古くからの大きなモバイル、固定
回線事業者では、住宅へのファイバー (FTTH) を
40の都市に導入し、電線によるxDSLから光ファイ
バーケーブルでのアクセスネットワークに移行を開
始しました。小規模の地方企業がFTTHを始めに
展開しましたが、この古参企業はすでに大きな敷
設実績とカバレージがあり、揺るぎない優位性が
ありました。

課題：全体の構築
企画に準拠した、オープンで相互運用可能なネッ
トワークはどのように構築できるのでしょうか？

現地のガイドラインでは、FTTHのインフラに自国
と国際ベンダーの混成を求めました。複数のベン
ダー間での相互運用性を確保するため、この通信
事業者では企画への準拠性を基本的な原則として
確立しました。世界中のほかの既存企業同様、.
そのサービスプロバイダーは銅線によるアクセス

回線と光ファイバーのバックボーンネットワークに
関しては経験豊富でしたが、FTTHのネットワーク
規格については経験がありませんでした。
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IFDBファイバーボックス

Standards
ネットワークインフラのアップグレードには�
固有の課題が
複数ベンダーで構成するネットワークは、柔軟で、
テクノロジーの進歩に応じて新たな製品にアップ
グレードできなければなりません。CommScope

のアカウントマネージャー「国全体での導入とい
う規模では、ファイバーの相互運用性は継続的な
プロセスとして構築しなければならないことを意
味します。弊社では顧客と共に内部標準ガイドラ
インを策定し、顧客の構築プロセスを簡素化しや
すくしました。」ネットワーク設計プロセスが動き
始めると、現地のチームは敷設業者とテクニシャ
ンに対してファイバーテクノロジーのトレーニング
を開始しました。

MDUのフィールドトライアル
多くの実装は古い集合住宅 (MDU) へのもので、.
ケーブルシャフトは小さく、作業が困難です。.
CommScopeのIFDBフロアボックスはコンパクトで
こうした狭いシャフトにも収まり、またヒンジ付き

のコネクターパネルはメンテナンスのためにア
クセスが容易なので、これが選ばれることにな
りました。

様々なベンダーが混在する構築は、明確に.
オープンで相互運用可能な規格がなければ成
立しません。アカウントマネージャー「この場
合、IFDBとファイバーケーブルは別のベンダー
からのものでした。当初規定した規格と仕様、
これに続いたフィールドトライアルでは、様々な
機器がパフォーマンスや実装に関する問題なく
共に動作することを確実にしました。」

規格
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パフォーマンス
IEC 61753-1 パフォーマンス規格の一般事項とガイダンス

テストと測定
IEC 61300-2および-3シリーズ 光ファイバー相互接続デバイスとパッシブコンポーネントの基本的なテストと測定手順

製品：ケーブル
IEC 60793-2-50 光ファイバー - パート2-50：製品仕様 - クラスBシングルモードファイバーのセクション仕様

IEC 60754-2-50 光ファイバーケーブル - パート2-50：屋内ケーブル - 終端されたケーブルアセンブリで使われる.
シンプレックスおよびデュープレックスケーブルのファミリー仕様

製品：コネクター
IEC 61755シリーズ 光ファイバーコネクターの光インターフェイス - シングルモードファイバーの光インターフェイス

IEC 61754シリーズ 光ファイバー相互接続デバイスとパッシブコンポーネント - 光ファイバーコネクターのインター.
フェイス

製品：クロージャ
Telcordia GR-771 光ファイバースプライスクロージャ
EN 50411-2-4 カテゴリーAとB、バットタイプクロージャの製品仕様
EN 50411-2-10 カテゴリーGクロージャの製品仕様 (FTTHと分配クロージャ)

ITU-T L.13 パッシブ光ノードのパフォーマンス要件 - 屋外環境用密閉型クロージャ

FTTHファイバー規格のトップ10

規格団体
ITU

国際通信連盟 (ITU) は国際連合 (UN) の専門機
関で、情報、通信技術に関する問題を扱います。
標準化はITUの本来の目的です。ITU-Tはラジオを
除く世界での通信の標準化を行います。

EU
欧州規格 (EN) は3つの欧州規格組織 (ESO) である
CEN、CENELEC、ETSIのうちの1組織で承認された文
書で、EU規制1025/2012に関して自主的技術標準の
分野で効力を有すると認められたもの。欧州規格 
(EN) は、CEN-CENELEC加盟34カ国の各国で自動的
に国家規格となります。

IEC
IEC (国際電気標準会議) はあらゆる電気、電子、
関連技術の国際標準の策定と公開を世界で主導
する組織です。これらはまとめて「電気技術」と呼
ばれます。

Telecordia
Telcordiaは通信企業エリクソンの子会社です。.
この企業では競合する通信事業者間での相互接
続テクノロジー、また番号付けプラン、ルーティン
グ、通話課金、技術規格の調整に関するクリアリ
ングハウスソリューションを提供しています。

http://www.itu.int/en/Pages/default.aspx
https://www.cen.eu/work/products/ENs/Pages/default.aspx
http://www.iec.ch/
https://www.ericsson.com/ourportfolio/telcordia_landingpage
https://en.wikipedia.org/wiki/Ericsson
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健全なベンダーエコシステムの維持
CommScopeアカウントマネージャー「このチーム
は弊社顧客と大変緊密に協力し、そのニーズを最
も良く満たし、モジュール式で、容易に実装でき、
関連のIECと欧州規格 (EN) に準拠する製品を提案
しました。規格を確立し、これを維持することは.
ベンダーエコシステムも健全に保ちます。問題が.
起こった場合、境界を明確にしておくと、トラブル
シューティングがやりやすく、またベンダー間で責
任のなすりつけ合いや紛争が起こるのを回避でき
ます。」

まとめ
「今日、このFTTHネットワークには何十ものベン
ダーからの何百にも及ぶ製品が使われています。
これがうまく行くには、オープンで、相互運用性が
確保されていることが鍵となります。弊社顧客の
皆様は、基礎のサービスに影響を与えることなく、
自信を持ってネットワークのアップグレードや.
新製品導入されています。

規格は、テクノロジーの進化と共に成長できるオー
プンで、マルチベンダー対応のネットワークに対.
するフレームワークを提供します。

MDU >>

IFDB >>

FOSC 350、FOSC 450 >>

分配器 >>

NG4access >>

FiberGuideシステム >>

電線クロージャ >>

セントラルオフィス >>

ファイバークロージャ >>

ホワイトペーパー >>

動画 >>

さらに詳しく

このネットワークでの製品

https://www.commscope.com/solutions/mdu/
https://www.commscope.com/Product-Catalog/
https://www.commscope.com/Solutions/Fiber-optic-splice-closures/
https://www.commscope.com/search/?searchQuery=ifdb
https://www.commscope.com/Solutions/High-density-fiber-connectivity/
https://www.commscope.com/solutions/fiber-raceway-solutions/?s=12884904174
https://www.commscope.com/catalog/cabinets_panels_enclosures/product.aspx?id=11
https://www.commscope.com/solutions/central-office-solutions/
https://www.commscope.com/solutions/feeder-and-distribution-network-solutions/
http://www.commscope.com/Docs/Impact_of_Network_Evolution_on_ODF_WP-110977-EN.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=yR6sXny3Ylg


成功事例
09 - 期待以上の働きをするエンクロージャー
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光ファイバースプライスクロージャ（Fiber 

optic splice closures、FOSC®）は現代のネット.
ワークには不可欠で、アジア太平洋地域で
は、高品質、低コストのFOSCソリューションに
対する競争が激しさを増しています。アジア太
平洋にある大きなFTTH（Fiber-to-the-home）
通信事業者は、そのブロードバンドネットワー
クを現在から将来にわたって守り、コストも高
くない、耐久性と信頼性があるクロージャを
求めていました。

外部ネットワークが様々な条件下で運用せざ
るを得ないアプリケーションは多く、このため
屋外のファイバーノード保護にはFOSCは重要
な働きをします。FOSCはまた現代のネット.
ワークが必要とする操作性、拡張性、信頼性
をもたらす必要があり、またメンテナンスが容
易でなければなりません。これらの要素すべ
ては通信事業者の設備投資費用と運用コスト
に直接影響します。

期待以上の働き
ファイバーを前進させる
スプライスポイントにおいて、クロージャはファ
イバーとモジュールを保護、収容し、拡張するネ
ットワーク容量と生産性の決め手となります。
この通信事業者はFOSCを選び、これにはファ
イバー管理ハードウェアに高信頼性のシールシ

ステムが組み合わされています。CommScope

のゲルFOSCはシール材としてメモリー機能ゲル
を採用し、これは人工ゴムの柔軟性とグリスの
密封性を兼ね備えています。
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ファイバーのコネクティビティ
の必要をメガトレンドが加速
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実装を容易に
この通信事業者がCommScopeのFOSCソリュー
ションを選んだのは、実装時間が短いことも大.
きな要因でした。CommScopeのFOSCソリュー.
ションは特殊な工具や技術なしに実装できる.
ようにできています。現場での実装時間は、従来
の「馬蹄形」ゲルクロージャに比べて15％短縮
されています。通信事業者はまたCommScopeの
FOSCソリューションの使用によって現場でのメン
テナンス時間を30％削減できます。

天候環境試験も合格
CommScopeのFOSCソリューションはコネクター
を保護する高度なゲル技術の採用によって、.
湿気、振動、温度、化学物質、紫外線にも耐える
ことができます。
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大切な接続
CommScopeのFOSCソリューションは世界中での導入
実績から得られたシール性能に関する30年以上にわた
るデータを活用して設計されました。このソリューショ
ンはスプライスの管理とメンテナンスを簡素化します。
弊社のお客様は、そのインフラストラクチャーが何年に
もわたって安定したプラットフォームであり続け、また将
来のネットワークの要件にも合わせて成長できることに
安心していただけます。

過酷な環境でもネットワークを
動かし続ける。

ウェブページ >>

ブログ：CommScopeの革新技
術トップ10：局外クロージャソ・
リューション >>

さらに詳しく

https://www.commscope.com/Solutions/Fiber-optic-splice-closures
https://www.commscope.com/Blog/Top-10-CommScope-Innovations-Outside-Plant-Closure-Solutions/
https://www.commscope.com/Blog/Top-10-CommScope-Innovations-Outside-Plant-Closure-Solutions/
https://www.commscope.com/Blog/Top-10-CommScope-Innovations-Outside-Plant-Closure-Solutions/
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CommScopeは人類に大きい達成をもたらすような、.
現状を打破するアイディアと画期的な発見で、通信技
術の殻を破ります。お客様やパートナーとの協力に.
より、世界最先端のネットワークを設計、創出、構築し
ています。次のチャンスを見出し、よりよい未来を実現
することに情熱を傾けています。
commscope.comでもっと詳しくご覧ください。

http://www.commscope.com

