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光ブロードバンドサービスの普

及やイーサネットの広域化に伴い，

データトラフィックは年率40％程度

で増加しています．これを支える新

しい光伝送網技術（光伝送技術，光

伝送媒体技術，屋外設備技術など）

の標準化が活発に行われています．こ

こでは，ITU-T，SG15，WP2におけ

る最新の標準化動向を紹介します．

ITU-Tでは SG（ Study Group）
15，WP（Working Party）２にお
いて，光伝送網技術の標準化に取り
組んでいます．この中に７つの課題
（Q: Question）があり，Q5が「光
ファイバとケーブルの特性と試験法」，
Q6が「陸上伝達網における光システ
ムの特性」，Q7が「光部品，サブシス
テムの特性」，Q8が「光ファイバ海底
ケーブルシステムの特性」，Q16が「光

基盤設備およびケーブル」，Q17が
「光ファイバケーブル網の保守・運用」，
Q18が「光アクセスネットワークの設
計」という課題名で，それぞれの技術
検討を進めています．ここでは，最近
話題になっている40G/100G光インタ
フェース技術，FTTx（Fiber To
The x）の進展をサポートする光伝送
基盤技術などに焦点をあて，標準化動
向を紹介します．

Q6ではアクセス系を除く，陸上系
通信ネットワーク全般における光イン
タフェースの標準化検討を行っていま
す．最初にイーサネットとOTN
（Optical Transport Network）の
光インタフェースに関して説明します．
イーサネットはLANの規格であり
IEEE802.3baで標準化されますが，
OTNは波長多重（WDM）をベース
にした高信頼な広域転送を実現するた
めのWANの規格であり，ITU-Tにて
標準化されます．

2010年６月に高速イーサネットであ
る40Gイーサネットと100Gイーサネッ
トが標準化されました．信号を複数の
ビットストリームに分けてマルチレーン
伝送するのが特徴です．シングルモー
ドファイバを対象にしたイーサネットの
規格を表１に示します．ITU-Tでは
100Gイーサネットをトランスペアレン
トに収容できるOTNフレームである
OTU4（ビットレートは111.8 Gbit/s）
を勧告G.709にて標準化しました．
OTNフレームはペイロードに監視制御
信号と誤り訂正符号を付加したもので
す．これを受けてQ6では40Gおよび
100Gイーサネットの光モジュールを流
用する観点で，OTNにおける40Gお
よび100Gのパラレル伝送の光インタ
フェースを標準化しました．すなわち，
40Gイーサネットとの関連において，
CWDM（Coarse WDM）の光イン
タフェースを規定する勧告G.695に，
40Gの10 km用アプリケーションコー
ドを追加しました．ビットレートは
10.75 Gbit/s×４波です．また，
100Gイーサネットとの関連において，

ITU-Tにおける光伝送網技術の標準化動向

＊100Gシリアルインタフェース技術のITU-T標準
化にかかわる成果の一部は，独立行政法人情報
通信研究機構（NICT）の委託研究「ユニバーサ
ルリンク技術の研究開発」によります．

ITU-T SG15 WP2
の構成 高速イーサネットと

OTN光インタフェース

表１　イーサネットとOTNにおける光インタフェースの関係

イーサネット（LAN） OTN（WAN）

規格
（距離）

仕様
勧告

（アプリケーションコード）
仕様

40GBASE-LR4
（10 km）

10.31 Gbit/s×４波
1 300 nｍ帯
20 nm間隔WDM（CWDM）

G.695
（C4S1-2D1）

10.75 Gbit/s×４波
1 300 nｍ帯
20 nm間隔WDM（CWDM）

100GBASE-LR4
（10 km）

25.78 Gbit/s×４波
1 300 nｍ帯
800 GHz間隔WDM

G.959.1
（4I1-9D1F）

27.95 Gbit/s×４波
1 300 nｍ帯
800 GHz間隔WDM

100GBASE-ER4
（40 km）

25.78 Gbit/s×４波
1 300 nｍ帯
800 GHz間隔WDM

G.959.1
（4L1-9C1F）

27.95 Gbit/s×４波
1 300 nｍ帯
800 GHz間隔WDM
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OTNドメイン間の光インタフェースを
規定する勧告G.959.1に，100Gの10
kmと 40 km用アプリケーションコー
ドを追加しました．ビットレートは
27.95 Gbit/s×４波です．

従来の光伝送システムにおいては，
光信号の変複調方式として主にNRZ
（Non Return to Zero）方式を対象
に，光インタフェース仕様を規定して
きました．NRZは２値オンオフキーイ
ング（OOK）方式であり，光信号の
強弱によりデジタル信号の０か１を表
します．しかしながら，中距離長を対
象にした40 Gbit/s以上のシリアル高
速光伝送においては，受信感度，波長
分散耐力，偏波モード分散（PMD:
Polarization Mode Dispersion）
耐力の向上が重要であり，さまざまな
変調方式が研究開発されています．こ
のような背景の下で，ITU-Tでは補充
文書G.Sup39に，DPSK（Differen-
tial Phase Shift Keying：２値差動
位相変調），DQPSK（Differential
Quadrature Phase Shift Keying：
４値差動位相変調），偏波多重QPSK，
OFDM（ Orthogonal Frequency
Division Multiplexing：直交周波
数多重）などの新規変調技術を記載
しました．G.Sup39は勧告の背景とな
る光技術情報を記載した補充文書で
す．DPSKは光信号の位相差０，π
をデジタル信号の０，１に対応させる
方式で，差動受信することにより受信
感 度 が３ d B 程 度 向 上 します．
DQPSKは光信号の位相差０，π/2，

π，3π/2を２ビット分のデジタル信
号00，10，01，11に対応させる方
式で受信感度向上以外に，一度に２
ビット分の情報が送れるためシンボル
レートが半減する特徴があります．こ
のため，波長分散耐力とPMD耐力が
向上し，大容量伝送では重要となる周
波数利用効率の拡大にも有効です．
偏波多重QPSKはQPSK変調と偏波
多重技術を併用した方式で，シンボル
レートを４分の１にできる特徴があり
ます．受信部にてコヒーレント検波を
行い，その後デジタル信号処理技術を
用いることにより，受信感度が３dB
以上向上するとともに，波長分散と
PMDを電気的に補償できます．
OFDMは複数のサブキャリアを発生さ
せて周波数多重を行う方式で，サブ
キャリアの数に応じてサブキャリアの伝
送速度が低減します．図１にOTU4の
112 Gbit/sに対する各種変調方式の
シンボルレートとコンステレーション
（同相成分をｘ軸，直交成分をｙ軸と
して，振幅と位相をプロットした図）を
示します．40GではDPSK，DQPSK
などの変調方式が普及してきており，

これらの40G新規変調方式を勧告
G.698.2に反映させる検討が現在進行
しています．G.698.2はメトロ領域を
対象にした光増幅器を含むDWDM
（Dense WDM）アプリケーションに
関する勧告です．NRZで規定されてい
る消光比，アイマスクなどを位相変調
にてどう規定をするかに関しても議論
が始まりました．
100Gシリアルインタフェースに関す

る標準化に関しては，2010年６月の
ITU -T会合にて，勧告G.696 . 1に
100Gアプリケーションコードを追加す
ること（NTT提案）が承認されまし
た．G.696.1は同一ベンダ対向を前提
にしたDWDMアプリケーションを規定
する勧告です．図２にWDMシステム
の構成例とアプリケーションコードを
示します．G.696.1のAppendixには
100Gアプリケーションの具体例とし
て，偏波多重QPSK方式とデジタルコ
ヒーレント技術を用いた例が追加され
ています．
また，全光化ネットワークに関して

は，光伝達関数の劣化（雑音，損失，
波長分散，偏波モード分散などによる

40G/100G高速
光インタフェース

図１　各種変調方式のシンボルレート（OTU4 の場合）とコンステレーション 

変調方式 

OOK DPSK DQPSK 偏波多重QPSK

Ｘ偏波 Ｙ偏波 サブキャリア１ サブキャリア２ 

OFDM-QPSK

NRZ（OOK） DQPSK 偏波多重 
QPSK OFDM-QPSK

シンボルレート 
（Gbaud） 112 56 28 28
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劣化）を規定する勧告G.680がありま
すが，複数方路に対して波長を出し入
れする多方路ROADM（Reconfig-
urable Opticall Add/Drop Multi-
plexer）を含める検討なども開始され
ました．
Q7は光部品の特性などの標準化を

進めており，最近では偏波モード分散
補償器，位相変調用光部品の規定な
どが議論されています．
さらに，陸上系伝送システムと同様

に，Q8においては海底光ケーブルシス
テムの高速化・高度化に対応して，無
中継システム（G.973），中継光海底
システム（G.977）の２つの海底シス
テム勧告の改訂を進めています．また，
海底システムはその性質上，より高い
信頼性が求められますが，これらの海
底システムを構築，維持運用するため
に必要となる，光海底ケーブル，および
光海底ケーブルシステムの試験法につい
ては，それぞれ勧告G.978，G.976が
制定されており，システムの高度化に
合わせた改訂が行われています．

さらに，近年，海底システムにおい
ても相互接続性の担保が主要な課題と
なっており，無中継DWDMシステム
にかかわるアプリケーションコードを規
定した新たな勧告G.973.1を2009年
11月に発行しました．より経済的なシ
ステム構築に向け，海底システムへの
相互接続性の適用拡大に関する議論
が引き続き進められています．

現在の単一モード光通信に利用され
ている各種光ファイバの特性は，
G.652～G.656の５種類の勧告に規定
されています．Q5ではこれまでに，
DWDMおよびCWDM技術の普及に
伴うG.65x光ファイバの波長分散特性
の最適化や詳細化など，Q6における
光伝送技術の進展と協調した光ファイ
バ勧告の制改訂を実施してきました．
現在のアクセスおよびコアネットワーク
でもっとも汎用的に用いられている
SMF（Single Mode Fiber：単一

モード光ファイバ）の特性は，勧告
G.652に記述されていますが，従来の
SMFでは，光ファイバに数十mm程度
の曲げを加えると，その曲げ部で信号
光の減衰（曲げ損失）が発生するとい
う問題がありました．このため，近年
のFTTxの進展に伴い，曲げ損失特性
を改善した，低曲げ損失光ファイバの
開発と標準化に関心が寄せられるよう
になりました．
このような背景を受け，Q5ではアク

セスネットワーク用の低曲げ損失SMF
として，新勧告G.657を2006年に制
定しました．当時のG.657光ファイバ
では，最小曲げ半径を従来のSMFの
半分となる15 mmまで低減したタイプ
が議論の対象となりました．しかし，
ビル内や屋内などにおいて，経済的か
つ簡易な光配線を可能とする光ファイ
バに対する要望はさらなる高まりをみ
せており，Q5では５mmの最小曲げ半
径を含む勧告G.657の第２版を2009
年11月に発行しました．
一般に，SMFの曲げ損失特性と

MFD（ Mode Field Diameter：
モードフィールド径）特性はトレード
オフの関係にあり，曲げ損失特性を改
善するとMFDは縮小される傾向にあ
ります．ここで，MFDの縮小は光ファ
イバの接続点における接続損失の増加
を招きます．このため，勧告G.657で
は，主にMFD特性などの従来のSMF
との整合性と，対応する最小曲げ半径
の２点を考慮に入れ，表２に示すカテ
ゴリ分けを適用しています．従来の
SMFと完全整合する光ファイバをタイ
プＡ，部分整合するものをタイプＢと
し，最小曲げ半径については，～15

図２　WDMシステムの構成例とアプリケーションコード（G.696.1） 

送信部 

… … 

受信部 

受信部 送信部 

合波部 分波部 

送信側 
インタフェース 

受信側 
インタフェース ファイバ 

光増幅器 

アプリケーションコード　n.B-xWF(s) 
ｎ：チャネル数 
Ｂ：ビットレート（1.25 G，2.5 G，10 G，40 G，100 G） 
ｘ：スパン数 
Ｗ：損失（S：11 dB，L：22 dB，V：33 dB） 
Ｆ：ファイバ種別（G.652，G.653，G.655） 
ｓ：波長帯（S：S帯，C：C帯，L：L帯） 

光ファイバ
およびケーブル
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mmをタイプ１，～7.5 mmをタイプ
２，～５mmをタイプ３に分類してい
ます．現在の勧告G.657では，A1，
A2，B2およびB3の４種類の光ファイ
バが規格化されています．従来のSMF
との整合性を有し，かつ５mmの最小
曲げ半径を許容するA3の標準化に関
しては，光ファイバ自身に関するさら
なる研究開発の進展も必要となります
が，FTTxの世界的な広がりを背景に，
現在も継続的な議論がなされています．
一方で，光ファイバに微小な曲げが加
えられた場合における機械的な信頼性
の明確化も重要な検討課題であり，
Q5では2010年６月にG.657光ファイ
バの信頼性に関する付録文書を改訂す
るなど，Q16およびIEC（Interna-
tional Electrotechnical Commis-
sion：国際電気標準会議）とも連携
した議論が現在も進められています．
また，SMFの試験法に関して，Q5

ではG.650.1～G.650.3の３種類の勧
告を制定しています．G.650.1および
G.650.2は，それぞれSMFの線形およ
び非線形パラメータの試験法で，各種
光ファイバの伝送特性評価に必要な試
験法が網羅されています．一方，
G.650.3は伝送路の試験法に関する勧
告であり，G.657光ファイバの普及に
伴うFTTxの進展や，将来ますます重
要となる既存光設備の有効活用に向
け，今後のさらなる議論が期待されて
います．
さらに，光ファイバケーブルについ

てはG.657の曲げ損失が小さい特性を
生かし，Q16にてアクセスネットワー
クとお客さまの間を結ぶために用いる
ドロップ光ファイバケーブル（引き落

とし用光ファイバケーブル）の勧告化
が進められました．これは，お客さま
の構内や敷地内において，建物の構造
や配線されたケーブルの美観などの観
点から，小さな曲げ半径での光ファイ
バケーブル布設要求が高まっていると
いう背景に基づくものです．この勧告
L.87には，ほかの光ファイバケーブル
についての勧告と同様に，ケーブルの
構成要件，曝される外部環境および標
準的な試験方法（主にIEC規格によ
る）などが記述されています．また，
勧告草案を議論する過程で，従来と
は異なる「小さな曲げ半径における
ケーブル試験方法」が必要との意見が
あり，ケーブル試験方法の規格を作成
しているIEC SC86A WG3に対し，上
記試験方法の標準化を要請することを

合意しました．

Q17では光ファイバケーブル網の保
守・運用に関連する技術の標準化検
討を行っています．光ファイバ網の保
守基準に関する勧告はL.25，L.40，
L.53であり，勧告L.25は光ファイバ網
の保守に関する基本的要求条件，
L.40は光線路試験システムの要求条
件，L.53はPON（Passive Optical
Network）やリング網の保守基準が
それぞれ示されています．また，イン
サービス試験のための保守波長配置，
試験基準に関する勧告はL.41，L.66
であり，表３に示すように，L.41では
通信波長帯に応じた保守波長を規定

表２　アクセス用低曲げ損失SMFのカテゴリ（G.657）

SMFとの
整合性

タイプＡ
完全整合

タイプＢ
部分整合

最小曲げ半径

タイプ１
～15 mm

タイプ２
～7.5 mm

タイプ３
～５mm

A1
（規格化済み）

A2
（規格化済み）

A3
（未規格）

B1
（未規格）

B2
（規格化済み）

B3
（規格化済み）

表３　保守波長配置（L.41）

ケース１

ケース２

ケース３

ケース４

1 310 nm帯 1 550 nm帯 1 625 nm帯 1 650 nm帯

通信利用

未使用
または
保守利用

通信利用

通信利用

通信利用 通信利用

通信利用

未使用
または
通信利用

未使用
または
保守利用

未使用
または
保守利用

未使用
または
保守利用

未使用
または
保守利用

未使用
または
保守利用

未使用
または
保守利用

未使用
または
保守利用

未使用
または
保守利用

光ファイバケーブル網
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しています．ケース４のように，通信
光がOバンドからLバンド（1 260 nm-
1 625 nm）までの広帯域にわたる場
合でも，Uバンドの1 650 nmを保守波
長とすることで，サービス種別に依存
せず一元的にインサービス試験を実施
することが可能となります．
光サービスの開通時や故障修理対

応時に，光ファイバケーブル中の多数
の光ファイバの中から作業すべき該当
心線を識別する光ファイバ心線対照
技術は，ネットワークの信頼性や保守
運用作業の効率化の観点から非常に
重要です．20 1 0年６月のITU - T
SG15会合では，光アクセス網におけ
る心線対照技術に関する勧告L.85が
策定され，2010年８月に承認されま
した．本勧告では図３に示すように，
作業する光ファイバに心線対照光を入
射し，作業位置において光ファイバに
曲げを付与し，漏洩光を検出するこ
とによって心線対照を行う方式が規定
されています．ここで，現用心線を含
む光ファイバケーブルで各種作業を
行う場合，他の心線に影響を及ぼさ
ないようにするため，心線対照をイン
サービス試験として実施する必要があ

ります．そのため，勧告L.85では上記
のL.41の保守波長配置や，L.66に規
定されているインサービス試験基準に
準拠した心線対照方法の要求条件を
規定しています．
また，Q17では屋外設備モニタリン

グシステムの要求条件についても議論
を重ね，勧告L.81を作成しました．今
後は屋外設備の自然災害に対する対策
についても検討を進め，勧告化する予
定です．
一方，Q18ではアクセス網の主要な

トポロジーとなっているPONの構成に
ついて検討が進められています．FTTx
の経済的かつ効率的な提供は世界的
規模の課題であり，それらを実現する
ための一指針となり得る勧告の策定が
望まれています．そのような背景を受
け，PONに用いる光スプリッタの設置
位置を決定する際に考慮すべき事項に
ついて記載した勧告L.86等が制定され
ています．

今後の取り組み

ITU-T SG15 WP2ではここまで説
明したほかにも所掌する技術分野の

勧告概要をまとめたハンドブックの策
定（1）など，幅広い活動を行っていま
す．光ネットワークのさらなる発展に
伴い高速化される光伝送技術と，そ
れを支える光ファイバに代表される光
伝送網基盤技術の標準化活動に引き
続き寄与していきます．

■参考文献
（1） http://www.itu.int/publ/T-HDB-OUT.10-2009-

1/en

図３　光ファイバ心線対照方法（L.85） 
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