
 
 

 
 

海底中継器の信頼性技術 

Techniques for High Reliability in Submarine Repeaters 

あらまし  

富士通の海底中継器は，1969年に納入した北海道内浦湾ルート用同軸海底方式中継器に

始まり，今日の光増幅海底方式用中継機器に至るまで，太平洋をはじめとする世界の多くの

海域に敷設されている。 
この間，海底中継器の数は，同軸海底方式および光海底方式の合計で約2400台に達して

おり，商用回線として運用後，フィールドでの障害はゼロである。このため富士通の海底中

継器は世界で最も信頼度が高いと評価されている。 
この高信頼度海底中継器は，部品の開発から，中継器の設計・開発，製造・検査に至る

まで一貫した思想のもとに初めて実現できるものであり，全部門で綿密な連携を取って，信

頼度を確保する仕組みを構築した。 
本稿では，海底中継器の高信頼性を築いた取組みを紹介する。 

Abstract 

Fujitsu’s submarine repeaters have been installed on the seabeds of oceans, seas, and bays 
around the world, including the Pacific Ocean.  We delivered our first system in 1969 for 
the coaxial submarine cable laid on the Hokkaido Uchiura Bay route, and our latest systems 
use advanced optical repeaters. 

In total, Fujitsu has so far delivered about 2400 coaxial and optical submarine repeaters.  
These repeaters are regarded as the most reliable products of their kind in the world 
because they have not failed even once since the beginning of their commercial use.  Our 
high-reliability submarine repeaters were achieved by maintaining a consistent design 
concept from the development of the design and components to manufacturing and 
inspection.  We have also developed practices for promoting communications among all the 
personnel and organizations involved in our repeater business so we can sustain and 
improve our reliability skills.  This paper describes the techniques we use to build these 
high-reliability submarine repeaters. 
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ま え が き 

 富士通は，1969年，同軸海底伝送方式で海底

ケーブルシステムのビジネスに参入して以来，現在

の光海底伝送方式に至るまで，国内はもとより世界

の各地に多くのシステムを納入し，お客様から高い

評価をいただいている。富士通がこれまでに供給し

たWDM光海底ケーブルシステムのルート図を図-1
に示す。 
 富士通はシステムサプライヤとして，プロジェク

トの企画，海洋調査から，方式設計，海中機器（海

底中継器，海中分岐装置）・端局機器の開発，設計，

製造，ケーブル敷設船による建設工事およびシステ

ム運用後の保守に至るまでの一貫した総合エンジニ

アリングを駆使して，高信頼度を有するシステムを

供給している（図-2）。 
 海底ケーブルシステムは，上記の海中機器および

海底ケーブルを含む海中設備と，陸揚げ局に設置さ

れる海底端局装置と給電装置などの端局設備から構

成される。本システムでは，海中設備においていっ

たん故障した場合，海底ケーブルや海底中継器の引

揚げ，修理，再敷設などに長時間を要し多額の費用

を必要とするだけでなく，国際通信の大動脈が不通

になり社会に多大な影響を与えるため，海底中継器

の高信頼度が要求される。 
 富士通は最新の技術を駆使して世代交代を図りな

がら海底ケーブルシステムを供給し，約40年間，

これまでに納入した海底中継器が運用中に故障を起

こしたことはない。 
 本稿では，同軸海底伝送方式以来構築してきた，

高信頼度海底中継器を実現するための信頼性技術に

ついて述べる。 

海底中継器の信頼性 

● 要求仕様 
 海底8000 mに敷設される海底中継器は，高水圧

や海水による腐食防止に対する十分な耐性が要求さ

れるとともに，引揚げ修理作業に高額な経費が必要

となるため，内部の回路構成部に高品質，高信頼度

が要求されている。 
【海底伝送方式の主要特性】 

 本項では，最新の光海底伝送方式の一例を示す。 
・伝送速度 ：10.709 Gbps 

（伝送容量9.95328 Gbps  
STM-64：S64.2 ITU-T G.691） 

・構成 ：光増幅中継器 
・給電電流/システム電圧：1.0 A/±12 kV以下 
・最大水深 ：8000 m 
・動作保証温度 ：0～35℃ 
・監視方式 ：C-OTDR，中継器モニタ方式 

｛入力モニタ，出力モニタ，LD
（レーザダイオード）電流モニタ｝ 

【目標信頼度】 

 要求される信頼度はシステムの距離，敷設される

場所によって多少異なるが，長距離方式の代表的な

要求仕様を以下に示す。 
・システム寿命 ：25年 
・平均修理回数（Number of Ship Repair）(注 )1 ： 

3回以下（25年間） 
・中継器のfit(注 )2 数（4システム）： 

22 fits以下@5℃ CL95％ 
 高額な初期投資が必要な海底伝送方式に要求され

るシステム寿命は通常25年間である。また，太平

洋横断ケーブルのようなシステムでは約200台の中

継器が必要となるが，22 fitの中継器を使用した場

合は，25年間の修理回数が，約1回以下に推定され，

要求仕様の3回以下を十分満足できる。 
【環境条件】

(1),(2)

 最大8000 mの海底で25年間安定に動作するため

に，以下の耐環境特性が要求される。これらを達成

する技術は，同軸海底中継器で開発し実績を積んだ

技術に，光海底中継器固有の新技術を加えて，現在

の光海底中継器に引き継がれている。 
（1） 耐腐食性/耐水圧性 
 筐

きょう

体
たい

材料には，海水中での耐腐食性と機械的強

度に優れたベリリウム銅合金を採用している。 
（2）気密構造 
 水圧800 kgf/cm2（78.5 MPa）に耐え，筐体内湿

度上昇を25年間で20％RH以下に保つ気密性を，以

下により確立している。 
・円筒型耐圧筐体の両端円周部を溶接封止 
・光ファイバと給電線を一括して耐圧筐体内に気密

 
（注1） [Total Fit Rate of Submergible Plant]×24 H×365 D×

25 Y×10－9

（注2） failure unitの略。故障率の単位，1 fit＝10－9回/時間 
（22 fitsは平均故障間隔5188年以下） 
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SEA-ME-WE 3
37 000 km 
8 × 2.5 Gbps
2000年9月完成

CHINA-US
30 000 km
8 × 2.5 Gbps
2000年1月完成

JAPAN-US
24 000 km
16 × 10 Gbps
2001年4月完成

SOUTHERN CROSS
29 400 km
16 × 10 Gbps
2001年1月完成

SEA-ME-WE 4
20 000 km
64 × 10 Gbps
2005年10月完成

 

図-1 富士通が供給したWDM海底ケーブルシステム 
Fig.1-Fujitsu WDM systems deployed in Asia-Pacific region. 
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図-2 富士通のトータル海底ケーブルネットワークシステム 

Fig.2-Fujitsu submarine networks solutions. 
 

導入する構造で，光ファイバははんだによるメタ

ル封止構造，給電線は樹脂成形封止とメタルコー

ンシール構造を採用 
・海底中継器の全数を，最終製造段階で水圧相当の

圧力で気密試験を実施して気密性を検査 
（3） 耐電圧 
 内部ユニットと外部筐体の間にはポリエチレンシ

リンダを使用し，±15 kV以上の耐電圧構造をとっ

ている。 
 

（4） 電気サージ耐力評価 
 ケーブル障害による給電サージ，雷サージの進入

を想定し，海底中継器回路は放電用のアレスタ（放

電管），コイル，大容量のツェナダイオードを使用

したサージ保護回路で構成している。これらの回路

はシミュレーションによりサージ発生時の電流，過

渡特性を評価し，実際にサージ発生器を使用し以下

の条件で電気サージ耐力評価を行っている。 
・±15 kV 
・±200 A 
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（5） 振動衝撃耐力 
 輸送，敷設時での振動と衝撃に耐える条件で振動

衝撃試験を実施する。 
（6） 個別部品評価 
 内部回路，製造時，敷設後の環境などに部品がさ

らされる環境条件として，放射線耐力，乾燥耐力，

磁気耐力，ファイバ強度，水素ガス耐力，気圧耐力，

アウトガス（内在する腐食性ガス）の放出量などを

各個別部品単位で評価を行う。 
（7） 環境試験 
 温度サイクル試験，高温/低温放置試験を実施

する。 
● 中継器の構成と高信頼性実現施策 
 海底中機器の信頼性を保つため，設計にはなるべ

く従来から実績のある技術を活用する。また新規の

部品，技術を採用する場合には十分に時間をかけて

評価を行うことと，十分にマージンのある設計を行

うことで信頼性の向上を図る。さらに，試験工程で

は部品，製造中の不具合を早い時期に確実に発見す

るシステムが要求される。 
【冗長構成】 

 光海底中継器の一例として，光増幅器の励起LD
および制御回路は冗長構成をとることにより信頼性

を上げている。励起LDは1システムで4台のLDを

冗長し，4台中の3台が故障してもシステム上の特

性に影響のない構成をとることにより，信頼性の高

いシステムを実現している。 
【設計上の信頼性】 

 抵抗は通常定格の1/4以下の電力，ツェナダイ

オードは1/10程度の電力で使用している。 
【製造試験手法】 

（1） 自動試験 
 短時間で多くの試験を行うために，すべての工程

試験は自動で行っている。調整試験においても，可

変抵抗は使用せず，外部から模擬的に電流を流すこ

とによる特性から自動で最適な調整抵抗値を算出

する。 
（2） データベースの構築 
 中継器の電気光部品の試験データおよび中継器製

造中の製造データ，試験結果はすべてデータベース

に保存する。各部品は，このデータベースを活用し

て均一の特性になるように，自動的にシステムユ

ニットごとに部品の組合せを設定し，組立て製造に

反映させる。 
（3） 試験規格 
 各工程での試験結果と部品データから計算した予

想値と比較することにより，部品の異常，製造不具

合を早期に発見可能である。また，規格の設定はシ

ステムの要求仕様を満足するだけでなく，今までに

製造してきた中継器の試験結果の累積データからよ

り厳しい規格を設定し，分布から外れた物がチェッ

クされることなく次工程へ流れ込むのを防止する。 
（4） 統計処理 
 データベースに保管された部品データ，試験結果，

工程間での試験結果，温度試験結果は各種のアプリ

ケーションで統計処理，グラフ化を行い，分布から

外れているものを早期に発見し原因の解析を行う。 

部品の信頼性 

 25年以上のシステムライフが要求される海底中

継器においては，構成される部品の信頼性を確立す

ることは，重要な要素の一つである。本章では，各

種部品の信頼性をいかにして達成したか，その手法

について述べる。(3),(4)

（1） 障害モードの解析と高信頼度設計 
 従来のフィールドデータや試作評価から，各部品

素子の特性劣化，接合部の変動に起因する劣化，構

成部材の破損などの劣化要因分析と解析を行い，障

害モードを把握して，各種弱点を取り除くために，

材料の吟味・選択，素子構造の変更などの改良設計

を施した。 
（2） スクリーニング試験 
 信頼性評価に当たっては，まず初期における故障

要因を含む部品を除去することと，特性安定化の

エージングを行う高信頼性スクリーニング方法を

確立した。 
 スクリーニングの一例として，－60℃から＋150℃
までの温度サイクルを数十サイクル，およびTa＝
150℃で500時間の電力エージングを行い，スク

リーニングの前後における試験規格を満足すること

を確認する手法を採用した。 
（3） 寿命試験 
 スクリーニング試験をパスした部品については，

連続動作試験，高温高湿放置試験，温度サイクル試

験，加速試験などの各種試験を行い，各部品の寿命

推定とその加速率を確定して，目標信頼度を満足す
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ることを確認した。 
（4） 製造プロセス管理 
 高信頼度設計と信頼性評価で確立した部品を安定

して製造するために，各種作業工法の確立，設備・

治具を整備し，工程管理と工程間検査を徹底して行

い，信頼性を損なう要因を排除する製造プロセスを

構築した。 
（5） ロット保証試験 
 確立したプロセスで製造した部品は，さらに，製

造ロットごとに試料を抜き取って試験を行い，不良

ロットの混入を防止するロット保証試験を実施した。 

海底中継器の製造における信頼性管理 

 高信頼度の海底中継器の実現は，高信頼度部品の

開発や信頼性を考慮した各種設計はもちろんのこと，

製造面での全工程にわたる製造管理体系および品質

管理体系が確立されることにより達成される。本章

では，製造・生産面における信頼性技術に関して述

べる。(5)

● 信頼性管理体制の構築 
（1） 実行体制・組織 
 海底中継器の製造においては，設計段階で設定し

た信頼度を実現するために，技術部門（部品および

装置開発・設計）と工場部門（製造，検査，製造技

術，生産管理，品質管理）および購買部門などの各

部門間で密接に連携できる組織と管理体制を導入し

た。活動の一例として，定期的に「技術-工場連絡

会」を開催して基本方針案の策定や問題点・課題の

解決，製造進捗レビューなどを行い，意思疎通を

図って推進している。 
（2） データ処理・トレーサビリティ管理 
 組立て実装関係では，部品材料の入荷から中継装

置完成体に至る，全作業条件，管理項目，試験結果

などのデータを記録し，最終的にはコンピュータ処

理する管理手法を導入した。この結果，万一，後工

程や製品出荷後に異常が発見された場合には，部品

材料までさかのぼって原因探索を可能にするトレー

サビリティ管理体制を確立した。 
（3） 是正処置 
 製造・検査で発見されるすべての不具合事項に関

する是正処置手順を確立し，同様の不具合再発防止

を図った。 
 

● 作業者の選抜と有資格者認定，教育訓練システ

ムの構築 
（1） 作業者の選抜と一般教育 
 海底中継器の高信頼性機器を安定的，効率的かつ

継続して製造できるように，作業者は肉体的，精神

的条件，経験，技能などの適性を見極めて選抜さ

れる。 
 選抜された作業者は，海底中継器の高信頼化を実

現する上で必要な以下に示す関連知識について教育

を受ける。 
・海底中継器に関する回路構成，構造，性能，役割

などの一般的な知識 
・信頼性，品質保証に関する一般的な知識 
・海底中継器製造従事者としての心構え 
（2） 特殊作業者認定と教育 
 特殊作業あるいは高度な技能を要する光ファイバ

スプライス，はんだ付け，ポリエチレンモールド成

形，筐体封止溶接作業およびX線検査，高圧ガスを

取り扱う気密試験などの特定の作業に従事する作業

員については，以下の教育・訓練および適性の検定

を実施する。 
・トレーナの訓練計画に従い特定の作業ごとに，実

技，学識，信頼性の教育と訓練 
・教育訓練記録の作成，技能の維持・改善 
・教育終了後，実技，学識について試験を実施し，

合格者に認定書を発行 
● 組立て作業の仕様化・自動化の構築 
 事前の試作評価で確立した構造・製造条件を盛り

込んだ設計仕様に基づき，各工程における組立て工

法・条件，作業管理項目，治工具，製造設備，環境

条件などを規定した各種作業仕様書，製造工法標準

の書類を整備・制定した。これらの仕様書類に従っ

て，各工程で管理項目の確認と記録を実施し，製品

の品質評価と確認が行われて，高信頼性機器の製造

を実現している。 
 また，海底中継器の組立て作業における代表的な

工程であり，長期信頼性に重要な絶縁性を確保する

ポリエチレンモールド成形や8000 mの海底で25年
以上の耐圧・気密性を要する筐体の封止溶接などで

は，作業の自動化を図り，製品の均一化と各工程で

の作業状況の記録を容易にして信頼性の向上を得る

手法を確立した。 
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● 検査試験工程の確立 
 海底中継器の高信頼性機器では，十分に管理され

た上記の組立て作業とともに，確実な検査・試験の

実施による品質の確認保証が重要であり，回路ユ

ニットの組立てから中継器の完成，出荷までの全工

程に検査・試験工程を設定している。各工程での試

験・検査には，試験項目，試験設備仕様，試験方

法・手順，試験規格などを規定した試験仕様書を制

定した。 

納入実績と信頼度 

 富士通の海底中継器の納入台数は，1969年に納

入を開始して以来，今日に至るまで，合計約2400
台に達している。 
 今までに納入した海底中継器の累積稼働時間は，

約3億時間以上になる。一方，この間に1度も海底

中継器が故障したことはなく，上記の時間から算出

される中継器1台あたりのfit数は3.3 fit以下になる。 
 これらの実績から，世界で最も信頼度の高い中継

器として評価されている。 

む  す  び 

 高信頼度を有する海底中継器の実現は，各部品の

開発から，海底中継器の設計・製造に至るまで，一

貫した考えに基づいて確立した信頼性技術の成果に

より達成される。 
 富士通の海底中継器は，1969年に同軸海底中継

器を納入して以来，現在の光増幅海底中継器に至る

まで世代交代を果たしながら，世界の海域で国際通

信回線として無故障で活躍している。 
 現在，富士通では，次世代技術の開発とともに，

従来から構築してきた海底中継器の信頼性技術の継

承も併せて推進しており，ますますグローバルに展

開される海底ビジネスにおいて，高信頼性装置・シ

ステムの提供に今後とも積極的に取り組んでいく。 
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