
フォトニックトランスポート

ネットワークの要件

フォトニックトランスポートネットワー

クは，アクセスネットワークを介して集

約されたユーザトラフィックを，波長

多重（WDM: Wavelength Division

Multiplexing）伝送技術や光スイッ

チ技術を活用し，目的地まで転送する

役割を担っています．その要件を図１

に示します．近年は，FTTH（Fiber

To The Home）の浸透や企業におけ

るICT利用の拡大等によってブロード

バンド化が進展しており，トランスポー

トネットワークにおいては，ますます大

容量のパス提供が求められています．

これに向けてNTT未来ねっと研究所で

は，100 G級の伝送技術やノード技術

の研究開発を進めています（1）～（3）．加

えて，データセンタや映像系サービス

等の多様な大容量サービスが増えてく

ると，迅速なパス設定に加えて，トラ

ンスポートネットワークの柔軟性が重

要になります．なぜなら，こうした新

サービスでは需要の長期的予測が難し

いからです．また，激しい価格競争の

中では，トランスポートネットワークの

さらなる経済化が必要不可欠です．一

方で，労働人口の減少に対応して，ネッ

トワーク運用面でのコスト削減も重要

です．これには，遠隔制御によって駆

けつけ頻度を低減したり，自動化，運

用の簡素化などの対策が必要です．

ネットワークアーキテクチャ

こうした要件に対応するため，光伝

送技術の進展に合わせて，フォトニッ

クネットワークのアーキテクチャも進化

しつつあります．

■トランスペアレント化

現在の光伝送システムでは，波長多

重技術を用いることで，光ファイバ当

りの波長数が100近くに達することも

あります．光ファイバ増幅器を用いれ

ば，こうした多数の光信号も，一括し

て増幅できます．

しかし，何度も光増幅を繰り返すと

雑音が累積し，また，光ファイバの物

理特性による群速度分散＊１や非線形

効果＊２等によって，伝播するうちに光

信号の波形が歪んできます．この歪み

は１波当りの伝送容量が大きいほど深

刻です．このため歪みが限界を超える

前に，いったん電気信号に戻して波形

を整形する電気再生処理が必要です．

これは波長ごとに行う必要があるので，

装置コストや消費電力がかかり，装置

スペースも確保しなくてはなりません．

近年の光伝送技術の進展は，こう

した個別の電気再生処理を用いること

なく，光のまま転送できる伝送距離と

伝送容量の積を飛躍的に増大させ，ト

ランスポートネットワークの経済化に

大きく寄与しています．言い換えると，

光信号のまま到達できる範囲，すなわ

ち光信号から見て「透明（Transpar-
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高効率フォトニックネットワーキング技術

本稿では，λパス（波長パス）とサブλパス（電気パス）を適切に連携さ
せることで，ユーザトラフィックの収容効率を高めた，「高効率フォトニッ
クネットワーキング」を実現するネットワーク管理制御技術を紹介します．
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＊1 群速度分散：光の周波数に依存して波の速
度（群速度）が変化すること．光信号の性
能劣化要因の１つ．

＊2 非線形効果：光強度に応じて光ファイバの
屈折率が変化するなど，光非線形現象の総
称で，光信号の性能劣化要因にもなります．

ブロードバンド化 
 
データセンタ等多様な大容量サービスの出現 
 
価格競争激化 
 
労働人口減少 
 

大容量パスの提供 
 
迅速なパス設定，ネットワークの可塑性 
 
トランスポートネットワークの経済化 
 
遠隔制御や自動化によるOPEX削減 

OPEX: OPerational EXpenditure

図１　フォトニックトランスポートネットワークの要件 
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ent）」な領域が急速に拡大しているの

です．これをフォトニックネットワーク

の「トランスペアレント化」と呼んで

います．

■ネットワークトポロジの進化（メッ

シュ化）

フォトニックネットワークのトポロジ

の観点（図２）では，波長多重技術

を用いた大容量光伝送システムが，東

名阪などの長距離区間を中心に，２地

点間を結ぶポイント・ツー・ポイント

システムとして導入されています．し

かし，経路変更等を行うには，いった

ん電気信号に変換する必要があり，前

述したようにコストや電力がかかる電

気再生処理が必要でした．

しかし最近では，光伝送技術や光ス

イッチ技術の進展により，光のまま経

路変更等を実現することが可能となっ

てきました．現在メトロエリアにおい

ては，光スイッチを活用し光のままで

の経路変更を実現したRO ADM

（ Reconfigurable Optical Add/Drop

Multiplexer）＊３を用いたリングネット

ワークへと発展しています．ROADM

リングネットワークでは，経路変更等

を遠隔地から操作できるようになり，

装置コストに加えて，運用コストの低

減も図られました．

このROADMが，現在さらに方路数

を増やしたMulti-degree ROADMへ

と進化しようとしています．ここでい

うdegreeは経路選択の自由度を示し

ています．ROADMリングネットワー

クでは，経路選択候補として，右回り

あるいは左回りしかなく，選択の自由

度としては２通りなので，degreeとし

ては２となります．Mul t i - degree

ROADMではこの最大値は３以上とな

ります．このようにMulti-degree化

することで，光のままでの経路選択自

由度が高くなり，コストや電力のかか

る電気処理を効果的に削減した経済的

なネットワークを構成できるものと期

待されています．またネットワークトポ

ロジとしては，リングからメッシュへと

進化することになります．

■トランスポートのマルチレイヤ化

現在ではトランスポート技術の多様

化により，同じ容量のトラフィックを

転送する際に，複数の選択肢が考えら

れるようになってきています．例えば帯

域10 Gbit/sのユーザトラフィックを転

送する際に，直接10 Gの光波長（λパ

ス）に載せて転送する以外にも，サブ

λパスとしてODU２（Optical-channel

Data Unit ２）などの10 G電気パスに

載せてから，TDM（Time Division

Multiplexing）＊４をして40 Gや100

Gの波長として転送，あるいは，

MPLS-TP（ Multi Protocol Label

Switching-Transport Profile）＊５等

のパケット処理によるPseudo-wire技

術＊６を用いて転送することが技術的

には可能になってきています．光より

も電気，TDM（レイヤ１）よりはパ

ケット多重（レイヤ２）の方が高機能

にできる反面，その実現のための電気

処理負荷等に起因してコストや電力が

余計にかかり，今後の大容量トラフィッ

ク需要をサポートするうえでのスケーラ

ビリティ（拡張性）が課題となること

が想定されます．このため，同じ転送

機能であれば，より低位レイヤを用い

る方が経済的です．

■経路選択の複雑化と波長衝突の

課題

Multi-degree ROADMを用いた

メッシュネットワークでは，リングネッ

トワークに比べると，２地点間を結ぶ

経路の数が増大し，経路を決定する際

の複雑さが増します．また，２地点間

を結ぶ経路上では中継ノードにおいて

電気処理を行わないため，始点ノード，

終点ノード間での光パスに対しては同

＊3 ROADM：波長多重方式とパス管理の技術
を組み合わせ，超高速・大容量の伝送ネッ
トワークをうまく運用するための技術．

＊4 TDM：時分割多重の略．複数の回線を束
ねて１つの回線を共用する多重化技術の
１つ．

＊5 MPLS-TP：MPLSの一部の機能を流用し
て，通信事業者が求める品質を実現するた
めの要求条件を追加して最適化を図った
もの．

＊6 Pseudo-wire技術：MPLS-TPにより実現さ
れるような，パケット処理を工夫すること
で安定した品質を実現する技術のこと．
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図２　フォトニックトランスポートネットワークの進展 



じ波長を使用する必要があります．こ

のため，空いている波長を自由に使っ

ていると，各区間で空き波長があるに

もかかわらず，設定しようとしている

経路上で同じ波長が確保できないため，

新しくパス設定ができなくなる現象が

発生します．これを「波長衝突」と呼

んでいます．この様子を図３に示しま

す．ここでは，赤字で示した区間にお

いて新しくパスを設定しようとしてい

ます．その際，各リンク区間を見ると，

緑色で示した「空き」波長が経路上に

それぞれ確保可能に見えます．しかし

よく見ると，設定したい経路上にわたっ

て同じ波長は確保できないことが分か

ります．このように，波長を払い出す

順序によっては，波長が余っているに

もかかわらず，パスが設定できない事

態が発生することがあります．その結

果，全体としての利用効率に影響が出

てしまいます．

ネットワーク管理制御技術

■マルチ粒度収容設計技術

このような経路選択の複雑化と波長

衝突の課題を解決し，トランスペアレ

ントなメッシュネットワークによる経済

化を確実なものとするため，NTT未来

ねっと研究所では，マルチ粒度収容設

計技術の検討を進めています．例えば，

λパスとその上のODUパス（サブλパ

ス）の２つの階層を考慮した場合の基

本的な機能を図４に示します．この機

能は，さまざまな帯域のトラフィック

を，波長衝突や各レイヤの得失を考慮

したうえで，リソースの無駄遣いとな

らないよう経路や波長などを選択しま

す．併せて，リンクごとの波長の使用

状況等も把握できます．またその際に，

管路配置やケーブル敷設状況など，実

際のネットワーク上の都合にも対応す

るよう，各種制約条件にも配慮します．

トランスペアレントなネットワークで

は，経路選択の複雑化と波長衝突の

課題に加えて，光のまま到達可能な距

離に限度があるという制約も考慮しな

ければなりません．選択可能な経路が

飛躍的に増大する一方で，それぞれの

経路ごとに，光のまま伝送可能かどう

かを把握する必要があります．また，

光ファイバごとの空き波長が分かって

いても，所望の２地点間を結ぶパスが

設定可能かどうかは，経路や波長，光

のままの伝送可能距離等を総合的に考

慮して判断する必要があり，運用上の

課題となります．このような課題を解

決するため，λTGL（Wavelength-

grouped Transmission-Guaran-

teed Link）技術を用いたトランスペ

アレント網制御技術の検討を進めてい

ます（4）．図５に示すように，需要予

測に基づいてあらかじめ設計した経路

上に，λTGLレイヤを定義し，光のま

ま伝送可能な距離や，波長衝突等の

課題を考慮したうえで，あらかじめλ

TGLと呼ぶ仮想的なパスを設定しま

す．λTGLには，需要予測に見合っ

た量のパスのグループが含まれていま

す．事前にこのように設定しておくこ

とで，パス生成要求時には，所望の対

地のλTGLから必要な数のパスを払い

出すかたちで利用できます．さらには，

波長単位の在庫も可視化できるため，

残りリソースの把握も簡単になります．

このように，トランスペアレントなネッ

トワーク特有の制約条件等を，個々の

λパスの設定時には考慮する必要がな

くなるため，トランスポート装置の効

率的な利用による経済化や，運用の簡

素化によるオペレーションコスト削減

が期待されます．

このような取り組みは，需要予測に

基づいてネットワークリソースを最適

化することで，トランスポートネットワー

クの経済化を目指すものです．今後は，

データセンタや映像系サービス等の多

超高速大容量光トランスポートネットワーク
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図３　波長衝突 

波長・ODUパス需要 
入力 
 

出力 
 

マルチ粒度収容 
設計エンジン 設備制約等 

需要対地間パスの経路 
および波長・ODU情報 
リンクごとの使用波長 
状況 
 

図４　マルチ粒度収容設計技術 
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様な大容量サービスの出現により，ト

ランスポートネットワークに対しても，

予測が困難な変動の大きいトラフィッ

クの比率が増大することでしょう．需

要予測が困難な部分が増えてくると，

トランスポートネットワークにも変動を

吸収できる柔軟性が必要になります．

これら種々の課題を克服し，トランス

ペアレントネットワークの経済化メリッ

トを最大限に発揮できるよう，マルチ

粒度収容設計技術をさらに発展させた

要素技術の検討も進めています．

■トランスポートネットワークの

仮想化

これからのトランスポートネットワー

クでは，前述のように需要変動を予測

しやすいトラフィックと，予測困難な

トラフィックの両方を効率的に転送で

きるという２つのことが求められます．

しかし，それぞれの要求に対して別々

のネットワークを構築していたのでは，

全体としてリソースの無駄遣いになり

かねません．経済的なトランスポート

サービスの提供には，異なる種類の需

要を柔軟に受け入れる共通のトランス

ポート基盤が必要です．私たちは，同

一基盤上で異なる要求条件や制約条

件を満たすトランスポートサービスを，

あたかもその目的のために個別に構築

された専用ネットワークのごとく提供

できるような仮想化技術についても検

討を進めています．こうしたトランス

ポートネットワークの仮想化は，クラ

ウドサービス等で検討されている種々

の仮想化技術を最下層で支える根幹に

なると期待されます．

今後の展開

フォトニックトランスポートネットワー

クのさらなる経済化と運用コスト低減

の実現を目指して，上位レイヤとの連

携や，変動する需要に対応できる柔軟

性の導入，トランスポートネットワー

クの仮想化等について，関連する標準

化と併せて研究開発を進めていきます．
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光トランスポートネットワークは，これ
からもさまざまな通信サービスを支える通
信インフラの基盤としての役割を担ってい
きます．光技術の経済性・利便性を最大限
に生かすには，マルチ粒度収容設計技術や
仮想化技術等の高効率フォトニックネット
ワーキング技術が重要です．今後もこれら
先端技術の研究開発に取り組んでいきます．
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