
国際標準化の意義

光トランスポートネットワークにおけ

るさまざまな国際標準化が進展してい

ます．国際標準化の恩恵は身近な生活

の場面でも見かけられます．例えば，

電話・FAX，PCの各種インタフェー

ス，TV放送方式など枚挙にいとまが

ありません．また，その意義は①相互

接続性や互換性の実現，②仕様の

オープン化による競争の促進・市場拡

大，③大量生産によるコストダウン，

④業界内の分業制による高度な技術の

実現，といったことが挙げられます．

光通信分野においても例外ではなく，

標準化により多くの恩恵が得られてい

ます．

NTTにおいて国際標準化を推進す

る意義は，NTT研究所が生み出した

研究成果を国際標準として実現するこ

とによって，事業会社にとって魅力的

な技術を国際標準技術としていち早く

導入できるようにすること，そして国

際標準であることで可能となる大量生

産によるコスト低減・経済化，さらに

は研究系グループ会社を通じて標準化

技術を適用したプロダクトの世界的普

及・競争力向上といったことが挙げら

れます．

光通信分野では多数の標準化団体，

フォーラム，業界団体が存在していま

す．国際標準化機関によって正式に定

められる標準（デジュール標準）とし

てはITU-T（International Telecom-

munication Union-Telecommuni-

cation Standardization Sector），

IEEE（The Institute of Electrical

and Electronics Engineers），IEC

（ International Electrotechnical Com-

mission）などがあり，また業界の事

実上の標準（デファクト標準）を策定

する組織としてはOIF（Op t i c a l

Internetworking Forum）などがあ

ります．近年，これらの標準化団体は

技術領域を棲み分けて協力関係を持ち

標準化を進めています（図１）．これ

は極めて高度な技術が使用されるよう

になってきている光通信技術において，

扱う領域を相補的に分業することで効

率的かつ速やかに技術進展させるねら

いがあります．

標準化活動

NTT研究所は光トランスポートネッ

トワークに関連する標準化に参画して

超高速大容量光トランスポートネットワーク
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光トランスポートネットワークの
国際標準化と実現技術

図１　光トランスポートネットワークに関連する標準化団体 
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本稿では，光トランスポートネットワーク関係の国際標準化の最近の動向
とNTT研究所の活動について紹介します．最近のホットトピックとして，１
波長当り100 Gbit/sを超える光伝送に関連する標準化の動きを説明します．
また，これまでの標準化の成果を実デバイスへ応用した事例として光伝送装
置向けの２種類の高密度集積回路を紹介します．
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います．近年の光トランスポートネット

ワーク関連の国際標準化におけるホッ

トトピックは，１波長当りの伝送容量

を100 Gbit/sとする高速化です．各

標準化団体における100G関連のこれ

までの活動を以下に記します．

ITU-Tは国連配下の国際標準化機

関でテレコム系の標準化を行い，技術

を勧告（Recommendation）として

規定します．例えばテレコム系の通信

方式の国際規格としては，信号の多重

方式を規定するSDH（Synchronous

Digital Hierarchy）＊１が有名です．

さらに，波長多重技術が登場し光伝達

網（OTN: Optical Transport Net-

work）が勧告化されました．そして

近年は，40Gイーサネットや100Gイー

サネットなどの新しい大容量なクライ

アント信号を信頼性高く転送するため

の方式（1）や高速光伝送を実現するた

めのインタフェース仕様など（2）が規定

されています．NTT研究所からはイー

サネットのOTN上での転送方式につ

いて継続的な提案を行い，数々の提案

が採択されています．

IEEEは米国の学会が主体の国際標

準化機関です．身近な例として，イー

サネット（IEEE802.3）や無線LAN

（IEEE802.11）がIEEEの標準規格

です．近年ではIEEE802.3baとして

40Gイーサネット，100Gイーサネット

が規格化されました．NTT研究所は

テレコム標準の視点から議論を推進す

るとともに，テレコム標準であるOTN

と連携をとるように働きかけてきまし

た．また，40Gイーサネット，100G

イーサネットが規格化されるタイミン

グで円滑にOTNに収容できるよう

にOTN標準の改訂作業を進めてきま

した．

IECは電気技術に関する広範な分野

の国際標準・規格を作成する組織で

す．電気および電子技術分野における

標準化と規格適合性評価など関連事

項に関する国際協力，国際理解を促

進することを目的としています．NTT

研究所はこれまでに培った超高速伝送

技術に関する知見を基に，100G変調

方式ならびに評価手法の標準化に貢献

しています．

OIFはデータコム分野と光通信分野

が協調している業界団体です（3）．OIF

では業界標準をIA（Implementa -

tion Agreement）としてまとめてい

ます．近年，OIFでは100G伝送向け

の各種規格の議論を進め，光モジュー

ル （ MSA: Multi-Source Agree-

ment）＊２，送信側光集積回路，受信

側光集積回路がIAとしてまとめられて

います．NTT研究所は他標準化団体

での議論や技術の実現性検討を踏まえ

た提案を行うなどIA策定へ貢献してい

ます．

標準化団体間の技術領域の棲み分

けの一例として超高速伝送技術を取り

上げて説明します．図２に示すように，

光伝送装置はIEEEで規定されるイー

サネット物理層規格，ITU-Tで規定さ

れるOTN規格，OIFで規定される光

モジュール規格を組み合わせて用いま

す．複数の規格を組み合わせて１つの

装置が構成されますので，規格作成段

階から標準化団体どうしで情報共有を

図って標準規格の整合性を高めるよう

にしています．

このような標準化団体において，私

たちはNTT研究所成果技術の標準化

活動や技術動向の把握，さらには標準

化の場を活用した他組織との連携関係

構築を進めています．

＊1 SDH：ITU-Tで標準化された同期デジタル
多重化階梯．低速の信号をあらかじめ決め
られた速度系列に順次多重化して伝送する
技術．

＊2 MSA：製品のパッケージサイズ，ピン配置，
およびスペックなどを複数のベンダ間で共
通化することで，製品の安定した供給体制
を確立する手法．

図２　標準化団体の関係 
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標準化成果の実デバイスへの応用

次にこれまでの標準化活動とその成

果，そしてそれらの技術を適用して実

現したデバイスについて，いくつか具

体例を挙げて説明します．

■OTNにおける10Gイーサネット転

送の標準化とOTN-LSI

トラフィックの増加に伴い長距離の

中継伝送の高速化が進展しています．

特に昨今，IP系トラフィックの伸びが

顕著であり，インタフェースとしてイー

サネットの利用が急速に進んでいます．

しかしながら，イーサネット規格の最

大伝送距離が40 kmであることから，

大都市間を結ぶ長距離の伝送には不

十分です．そのため，長距離伝送を高い

信頼性で実現する技術としてITU-Tに

おいてOTNを規定し，光伝送装置で

広く使用されています．

ところが，10GイーサネットをOTN

において転送する際に問題が生じまし

た．具体的にはOTNが10GのSDH信

号（STM-64）をクライアント信号と

して想定して規定していたため，10G

イーサネットのビットレートがOTN信

号（ODU2）に収容できるクライアン

ト信号のビットレートの最大値（ペイ

ロード容量）を超えていたためです．

NTT研究所は，10Gイーサネットを

ビットレベルで，ありのままに伝送す

ることが重要であるとの提案を継続的

に行い，10Gイーサネット転送に適し

た新しいOTN信号（ODU2e）規格

が標準化されました．

上記の標準化と並行して，NTT研

究所は光伝送装置向けの高密度集積

回路（OTN-LSI: OTN-Large Scale

Integration）を開発し，そしてグルー

プ会社が製品化してきました．OTN-

LSIの機能ブロックと製品写真を図３

に示します．OTN-LSIはクライアント

信号を長距離伝送に適した40 Gbit/s

OTN信号形式に変換する役割を担っ

ており，40 Gbit/s光伝送装置を実現

するためのキーとなるデバイスです．

OTN-LSIは国内システムベンダの伝

送装置に採用，そして事業導入されて

います．また，世界的にも販売を進め

世界各国の多くのシステムベンダにも

採用されています．

このようにプロダクト化に向けた技

術開発を標準化と並行して進めること

で，事業導入に速やかに対応できるよ

うにしてきました．またグループ会社

ではプロダクトをグローバルに展開する

ことによって，量産効果による低価格

化を実現し，事業導入における経済化

にもつながっています．

■OTNにおける40Gイーサネット転

送の標準化とマッピングIC

10Gイーサネットの次の速度として

40Gイーサネット，100Gイーサネット

が標準化されました．100Gイーサネッ

トはOTNにとって新しいビットレート

のクライアント信号であることから

OTN標準を100Gイーサネットに合わ

せて改定することとしました．しか

しながら，40Gイーサネットは先述の

10Gイーサネットと同様に40GのSDH

信号（STM-256）をクライアント信

号と想定したOTN信号（ODU3）に

収容できるクライアント信号のビット

レートの最大値（ペイロード容量）を

超えていました．そこでNTT研究所

は40GイーサネットをいかにOTN信号

に収容するのかという標準化での議論

の中で，符号変換（レート圧縮）によ

りトランスペアレンシを最大限に確保

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　OTN-LSI の機能ブロックと製品写真 
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したままOTNに収容できることを見出

し，継続的な標準化提案の結果，採

択されるに至りました（1）．具体的には，

40Gイーサネットで採用されている

64B/66B符号をより冗長度の小さい

1024B/1027B符号へ変換することで

ビットレートを圧縮して既存の40G

OTN信号（ODU3）に収容するとい

うものです．また，この標準化と並行

して，NTT研究所は，光伝送装置向

けの高密度集積回路として40Gイー

サネットマッピングICを開発していま

す（4）．マッピングICの機能ブロックを

図４に示します．同マッピングICは前

述の符号変換技術のほか，マルチレー

ン転送技術などを搭載しています．こ

のマッピングICを用いることで，新し

い40Gイーサネットをクライアント信

号とする光伝送装置を開発する際に，

既存の40GのSDHをクライアント信号

とする光伝送装置の開発資産を活用す

ることで，開発インパクトを低減する

ことが可能になります．

このようにNTT研究所では新しい標

準技術に対応した装置開発においても

過去の開発資産を有効に活用し，事

業導入に向けたトータルの開発コスト

を最小化するためにはどうするかを考

え，デバイス開発を進めています．

ま と め

NTT研究所は光トランスポートネッ

トワークにかかわるさまざまな国際標

準化を進めています．今後もお客さま

に対して魅力的なサービスの提供がで

きるようにすることはもとより，NTT

技術のグローバル展開を推進すること

で，事業の競争力を高められるように，

NTT研究所で生み出した技術の国際

標準化とデバイス応用に向けての歩み

を進めていきます．
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図４　40G イーサネットマッピング IC
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技術の高度化にともない国際標準化の役
割もより一層高まってきています．さらな
る光ファイバ通信の大容量化・高機能化に
向けて，研究開発と並行して積極的な国際
標準化活動を今後も展開していきます．
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