
光アクセス通信システムとSoC

日常生活において，インターネット

上のさまざまなアプリケーションを利用

する機会が増え，これらが不可欠なも

のとなってきました．さらに高品質で，

利便性が高く，安心して利用できるア

プリケーションサービスの普及が望ま

れます．その背後には，光ファイバの

低損失性と，光の持つ帯域や波長を

活用したブロードバンドでセキュアな

ネットワークサービスが基盤として存

在し，ネットワークの進化が社会をよ

り活力に富む豊かなものに変えていく

ことが期待されています．光ネットワー

クには，光の発生，変調，伝送，合

分波等を行う光デバイスとともに，信

号を再生し，処理し，通信プロトコル

の制御を行う電子デバイスと，それら

を装置，システムとして動作させるソ

フトウェアが組み合わされており，そ

れぞれ大切な役割を果たしています．

NTTマイクロシステムインテグレーショ

ン研究所では，このような通信システ

ムのエレクトロニクスにかかわる研究開

発を柱の１つとして推進しています．

通信システムに用いられる電子デバ

イスの中で，我々が特に重要と考えて

いるプロダクトは，高度な通信機能を

処理するSoC（System on a Chip）

と高速に信号処理を行う光フロントエ

ンドのIC（Integrated Circuit：集

積回路）です．SoC技術は，システム

LSI（Large Scale Integration）技

術とも呼ばれていますが，シリコン上に

CPU（Central Processing Unit：

中央演算処理ユニット），メモリ，大

規模な専用ロジックを高集積し，そこ

にソフトウェアも実装する形態を指す

のが一般的です（図１）．SoC技術は

汎用産業機器や家電製品にも応用さ

れ，広く普及していますが，我々は，

特に通信システムのための技術開発に

特化し，通信キャリアとしての経験や

知見をSoCに実装することによって通

信システムのさらなる進化に貢献して

いきたいと考えています．通信システ

ムを担当する研究所と協調しつつSoC

のハードウェアである回路からソフト

ウェアの一部までの設計技術の研究開

発を進めています．

光アクセス通信用SoCの研究

現在，我が国でブロードバンドア

クセスサービスの主流となっている

FTTH（Fiber To The Home）の大

部分にGE-PON（ Gigabit Ether-

net-Passive Optical Network）と

呼ばれるシステム（1）が採用されていま
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通信システムのための大規模回路設計技術

通信システムに組み込まれるSoCとはどのようなものか？　また，なぜそ
の技術が重要なのか？　本特集では，NTTマイクロシステムインテグレー
ション研究所で研究開発を行っている光アクセス通信システム用のSoCと高
速フロントエンドエレクトロニクスについて，その特徴と役割，そしてこれ
らを設計するうえでの技術と課題について解説します．
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図１　SoC の基本構成 
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す．図２にイーサネットPONシステム＊１

のブロック図を示します．PONは，１

本のファイバを分岐して複数のお客さ

まで共有する経済的なシステムですが，

ネットワーク側の装置（OLT: Optical

Line Terminal）がお客さま宅の装置

（ONU: Optical Network Unit）と

効率的，かつセキュアにP 2 M P

（Point to MultiPoint：１対多）接

続を行う必要があります．そのため，

ONUからOLTへの上り信号をTDMA

（Time Division Multiple Access）

方式で伝送し，またその制御のために

MPCP（ MultiPoint Control Pro-

tocol）というプロトコルを使用しま

す．OLTおよびONUを構成する主要

な機能部品は， MAC LSI（SoC）

と光トランシーバであり，MAC LSIに

MPCP処理機能が実装されます．ま

た，光トランシーバは，複数のONU

から送られてくる異なるタイミングとさ

まざまな光強度を持つバースト状のフ

レームを，増幅，識別再生できるもの

が必要になります．その光トランシー

バに実装される電子部品が光フロント

エンドのICです．

システム開発の当初には，SoCに集

積しきれない機能を外付け部品として

実装する場合もありますが，技術の進

展によって大多数の機能をSoCに集約

することが可能となり，経済効果を考

慮しつつ部品点数の削減が図られます．

近年，GE-PONの後継システムとな

る10G-EPON（10Gigabit-Ethernet

PON）の標準化が進みました（2），（3）．

我々は，これを受けて10G-EPON用

SoCと光フロントエンドへの標準機能

の実装技術を確立するとともに，より

高度な機能と性能実現のフィジビリ

ティ検証を進めています．以下では，

イーサネットPONシステムを念頭に置

いてSoCと光フロントエンドICの特徴

と技術の方向性を論じることとします．

ハードウェアとソフトウェアの

協調設計

所要の機能をSoCに実装する際に，

専用ロジックでのハードウェア処理と

CPUによるソフトウェア処理の役割分

担を最適化し，かつ両者の連携を生み

出すような設計手法の開発が，大きな

課題となっています．

我々通信事業者にとって，今後の

サービス拡大に備えた拡張性や，保

守・監視機能のメニュー追加等を見込

んだ柔軟なシステムの開発は大きな関

心事です．これらのSoCへのつくり込

みは，従来，ソフトウェア処理を中心に

工夫する考え方が一般的ですが，ハー

ドウェアとソフトウェアの“協調設計”

が容易になれば回路の設定や制御をよ

りきめ細やかに行えるようになり，拡

張性と柔軟性を効果的に追求すること

が可能になると期待されます．

上り：TDMA 
 

下り：TDM/WDM 
 

図２　イーサネット PON システムの主要なエレクトロニクス 

TDM : Time Division Multiplexing 
WDM : Wavelength Division Multiplexing 
MAC : Media Access Control

Rx : 受信機 
Tx : 送信機 
BCDR : バースト信号対応クロック＆データ再生回路 
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＊1 イーサネットPONシステム：GE-PON，
10G-EPONシステム等の総称．



また，OLTやONU，そして一般に

ネットワークスイッチの性能面の基本

的要件として“ワイヤスピード”での

信号処理能力があります．トラフィッ

ク増のニーズに対して，伝送容量を拡

大させるには，送られてきたデータを

取りこぼしなく処理し，転送するため

の処理性能の向上がSoCに要求されま

す．この高い処理性能の実現には，基

本処理回路の高速化，並列処理化，

パイプライン化といったハードウェアの

高性能化技術が大きな役割を果たして

きましたが，ここでもハードウェアとソ

フトウェアを協調させ，実際のトラ

フィック状態に応じてハードウェアを

制御できれば，システム全体の省電力

化にブレイクスルーが見出せると考え

られています．

MAC LSIの機能

図３は，イーサネットPONシステム

の標準としてIEEE802.3ahに規定さ

れているP2MPアーキテクチャ（4）と，

そのアーキテクチャに対してMAC LSI

やトランシーバがどの部分の機能を実

装するかを示しています．この図から，

システムに必要とされる機能の大部分

をMAC LSIが実装していることが分か

ると思います．レイヤ２スイッチ（デー

タリンク層）の諸機能を中心に，より

上位層に位置付けられる暗号化機能か

ら物理層の符号化やシリアルパラレル

変換機能まで，システムに必要とされ

る機能のほとんどを１チップに集積し

ています．

光フロントエンドIC研究の特徴

NTTマイクロシステムインテグレー

ション研究所は，NTTフォトニクス研

究所とともに光フロントエンドの研究

開発を継続的に進めてきています．光

フロントエンドのICは，受信部ではファ

イバ伝送後の減衰した微弱信号を増

幅し，デジタルデータを再生する回路，

送信部では品質の良い光信号を発生し

て送り出すためのレーザ駆動回路が含

まれます．これらは，システムの中で，

感度やダイナミックレンジといったアナ

ログ的な要求条件の厳しい部分であり，

同時にもっとも高速な回路動作が必要

とされる部分でもあります．さらに前

述のように，PONシステムではOLT側

でデータフレームがバースト状に到来

することの難しさが加わります．こう

した回路の研究課題は，大規模SoC

の課題と若干異なり，基本回路のトラ

ンジスタ１つひとつの使い方や物理的

なレイアウトまで立ち入った研究が必

要になります．また，性能を満たすう

えで半導体技術の選択も重要な研究要

素となります．化合物半導体， SiGe

BiCMOS＊２，Si CMOSの中から性
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図３　IEEE802.3ah Ethernet in the First Mile における P2MP アーキテクチャとトランシーバ・MAC LSI への実装範囲 
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＊2 SiGe BiCMOS：１つの基板に，シリコンゲ
ルマニウムを用いたバイポーラトランジス
タ，相補型金属酸化膜半導体電界効果トラ
ンジスタを集積して回路を形成する技術．
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能面，コスト面を考慮してその時点で

の最適技術を選択することになります．

光フロントエンドICの研究開発の意

味として，以下の２点を考えることが

できます．

第１に，多くの基盤的研究に共通

の事項ですが，フィジビリティの見極

めです．革新的なサービスやシステム

の考案・開発には，実現性の検証が

必要です．例えば，GE-PONから

10G-EPONへと伝送容量を10倍にす

るためにはフロントエンドICの受信フ

レームに対する応答速度を一気に10倍

にすることが求められました．特にフ

レームの先頭での同期速度は，伝送効

率の観点からシステムの設計に大きく

影響します．また，感度は伝送距離や

お客さまの収容数に影響する性能です．

このように，フロントエンドの性能が

どこまで実現できるかがシステムの仕

様に大きく影響しますので，この部分

の基盤研究は標準化に先駆けて実施

されます．物理的に性能のネックとな

るこの部分の研究開発で世界を先導す

ることにより，システムの高性能化に

貢献することができます．

第２の点として，SoC技術と光フロ

ントエンドIC技術の両方を持つことに

よるシナジーがあります．両者を手掛

けることによってSoCからのフロントエ

ンド制御やインタフェース部分のチッ

プ実装最適化など全体の最適化検討

が容易になりますので，我々はこのシナ

ジーを強みの１つとして研究開発を進

めていきたいと考えています．

本特集の構成

本特集は，本稿を含めて５本の記事

から成っています．まず本稿では，光

アクセス通信システムのSoC技術と光

フロントエンドIC技術に対する我々の

取り組みの方向性を解説しました．続

く『ハードウェア・ソフトウェア協調設

計技術』では，本稿で述べた協調設計

の中でも設計の初期段階の上位設計に

おいて特に有効な仮想ハードウェアに

よる設計技術を解説します．『光アク

セス通信用MAC制御LSI設計技術』

ではLSI設計の流れについて解説する

とともに，イーサネットPONのSoC構

成について詳しく述べます．さらに

『光アクセス通信用SoCのための

FPGA検証技術』では，大規模な

SoCの機能をチップとして試作する

前にFPGA（Field Programmable

Gate Array）を使って検証する技術

に関して紹介しています．そして最後

の記事，『10 Gbit/sバーストモード受

信IC技術』においては，10G-EPON

システムのための光フロントエンドIC

技術の開発状況を紹介します．

今後の方向性

NTT研究所では，今後もお客さま

への提供価値の向上と事業の課題解

決に向けた研究開発を展開していきま

す．そのために我々は，システムのさ

らなる性能向上，Green of ICT（省

電力化）の一層の追求，そしてシステ

ムの柔軟化（カスタマイズの可能性向

上等）に貢献するSoC技術の開発に取

り組んでいきます．

今日まで，LSIの集積度はMoore

の法則＊３に従って年々高まり，半導

体製品の機能と性能の進化の原動力

となってきました．今世紀に入り，一

時期半導体プロセスの微細化トレン

ドに対する限界議論が真剣に行われ

ましたが，現在は当面のプロセス上の

課題に解決の見通しが得られており，

ITRS（ International Technology

Roadmap for Semiconductors）（5）

にはこれからの微細化のロードマップ

が提示されています．したがって，最

先端プロセスを駆使する研究開発によ

るSoCと通信システムの進歩は今後も

期待されます．

一方で，“More Moore”（微細化

路線）とともに“More than Moore”

（新機能材料，素子の開発路線，ある

いは微細化とのシナジーを目指す路線）

の研究開発も活発化しており，中長期

的にMore than Mooreの技術を通信

システムに活かしていく研究も重要と

考えています．
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今後も，通信システム用SoC技術の研究
開発を通してネットワークのさらなる進化
に貢献します．

◆問い合わせ先
NTTマイクロシステムインテグレーション研究所
URL http://www.ntt.co.jp/milab/

＊3 Mooreの法則：半導体の集積密度は18～24
カ月で倍増するという法則．


