
光伝送技術の革新に向けた

取り組み

■光伝送技術の課題

図１に示すように，光伝送技術は，

過去30年間，電気多重による時分割

多重（TDM: Time Division Multi-

plexing）＊１技術，次に光増幅技術

と波長分割多重（WDM: Wave-

length Division Multiplexing）＊２

技術，そして現在，研究開発が進ん

でいるデジタルコヒーレント技術の３

つの主要な技術革新により飛躍的に発

展してきました．現在，これらの技術

を駆使した光ファイバ当りの総容量

100 T級の伝送技術の研究が進められ

ていますが，さらなる大容量化に向け

ては，伝送媒体である光ファイバや

TDM，WDMなどの既存の多重化技

術が限界を迎えつつあります．した

がって，1 000倍を超える飛躍的な容

量拡大には，以下に示す物理限界を

打破する革新的な光伝送技術が必要

となります．

既存光伝送技術における第１の限界

は，光ファイバへの信号入力パワーで

す．光ファイバは，直径約10μmの微

小なコア部分を光信号が伝搬しますが，

信号光パワーが一定以上の強さになり，

コア部分の温度が何らかの理由で急上

昇すると，コア部分が溶けて光源側に

伝搬するファイバフューズと呼ばれる

熱破壊現象が起こります（1）．既存の光

ファイバではファイバフューズが伝搬

するしきい値パワーは1.2～1.4 W程

度ですが，今後容量拡大に伴って，信

号パワーはこの値に近づくことが予想

されます．最近の光伝送実験における

ファイバ１本当りの容量と距離の積

（Pbit/s・km）と光ファイバへの総入

力信号パワーの関係を図２に示します

〔実線は10 mW/（Pbit/s・km）〕．

総入力パワーは，次第に上述のファイ

バフューズの伝搬しきい値に近づいて

おり，例えば，現在の商用システムの

数100倍の容量を有する１Pbit/s，伝

送距離1 000 km（1 000 Pbit/s・
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将来の革新的光トランスポートネットワーク技術

コアネットワークのトラフィックは年率数10％で増加しており，長期的に
は現在の1 000倍以上の情報量を転送できる光伝送技術の革新が，中期的に
は既設光ファイバのポテンシャルを最大限に引き出す光ネットワーキング技
術の革新が，それぞれ求められます．本稿では，このような光ネットワーク
の飛躍的な高度化を実現するためのアプローチとして，「革新的光伝送技術」
と「エラスティック光ネットワーク」の２つについて，NTT研究所の取り組
みを紹介します．
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図１　光伝送技術の変遷 

＊1 TDM：時分割多重の略．複数の信号を時間
をずらして多重する多重化技術の１つ．

＊2 WDM：波長分割多重の略．複数の異なる
波長の光信号を１本のファイバで伝送する
多重化技術の１つ．
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km）の光伝送システムを実現するに

は，数W程度の光信号パワーが必要と

なります．したがって，容量拡大に向

けてはファイバフューズが起こりにくく

耐パワー性の高い光ファイバの開発が

必要となります（2）．

第２の限界は，光ファイバ中の非線

形光学効果＊３による信号の劣化です．

通信容量を増やすために信号パワーを

上げると，これらの効果によりWDM

信号間にクロストークが生じ，信号を

長距離伝送できなくなります．このた

め，非線形光学効果が起こりにくい光

ファイバの開発が必要になります．

第３の限界は，周波数利用効率で

す．一定の信号対雑音比（SNR: Sig-

nal to Noise Ratio）に対する周波数

利用効率（帯域当りの通信容量）の

上限は，理論的にシャノン限界＊４で与

えられ，上述の非線形光学効果により

その値はさらに制限されます．一定入

力パワーで周波数利用効率を向上させ

るには，空間分割多重などの新たな多

重化技術が必要になります．

第４の限界は，光中継器における光

増幅帯域です．現在，線形中継器に

使われている1.5 μ m帯のEDFA

（Erbium Doped Fiber Amplifier）＊５

の帯域は，１バンド（LバンドやCバン

ド）当り，30～40 nm程度であり，通

信容量を増やすには，新波長帯の開拓

も必要です．

■光伝送技術の取り組み

前述した課題を克服するには，新規

伝送媒体を含めた新たな多重化技術の

研究開発が必要です．

（1） 新規伝送媒体

伝送容量拡大に向けて，耐パワー

特性に優れ，非線形光学効果を抑制

した新規光ファイバの研究が始まりま

した．現在のところ，耐パワー特性に

ついては，フォトニック結晶ファイバ，

空孔アシストファイバ（HAF: Hole-

Assisted Fiber）などの新規構造ファ

イバが検討されています（3）．また，コ

アの数を複数にしてコア当りのパワー

密度を抑制し，総伝送パワー（容量）

を拡大できる「マルチコアファイバ」

や，大口径のコア中の空間モードに信

号を載せて容量を拡大する「マルチ

モードファイバ」（4）の検討も開始しま

した．

（2） 新規多重化技術

NTT研究所では，これらの新規光

ファイバを用いた空間分割多重

（ SDM: Space Division Multiplex-

ing）＊６やモード分割多重（MDM:

Mode Division Multiplexing）な

どの新規多重化技術の検討を始めまし

た．図３に新たな伝送媒体とSDM技

術とMDM技術を模式的に示します．

MDM技術自体は，1980年代よりマ

ルチモードファイバを用いた短距離伝

送の提案，実験が報告され，近年で

は，MIMO（Multiple-Input Mul-

t ip le -Output）＊７処理（２×２～

３×３）を用いて実証実験も報告さ

れています．耐パワー性と耐非線形性

を高めた新規伝送媒体とこれらSDM

技術やMDM技術ならびに光増幅帯域

の拡大により，今後は３桁以上の伝送

容量の拡大に向けた検討を進めます．

光ネットワーク技術の革新に

向けた取り組み

■エラスティック光ネットワーク

エラスティック（elastic：弾性の，

伸縮自在な）光ネットワークの特徴は，

帯域が固定的な従来の光ネットワーク

とは異なり，光ネットワークの光スペ

既存の光ファイバの入力パワー限界値 
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図２　最近の光伝送実験における容量距離積と 
　　　光ファイバへの総入力パワーとの関係 

＊3 非線形光学効果：光強度に依存して，光信
号の位相や周波数などが変調される現象．

＊4 シャノン限界：通信チャネルが持つSNRと
周波数帯域幅によって決まる，これ以上
データ伝送速度を上げられない伝送容量の
限界のこと．

＊5 EDFA：光ファイバのコア部にエルビウ
ム・イオンを添加した光増幅器で，主に
WDM信号の光増幅に用いられます．

＊6 SDM：空間分割多重の略．光伝送では，複
数のコアや光ファイバを用いて伝送容量を
増大させます．

＊7 MIMO：複数の送受信機を組み合わせて
データの送受信の帯域を広げる通信技術．



クトル資源プールの中から，ユーザ要

求やネットワーク物理条件に応じて必

要な光スペクトル資源のみを切り出し，

適応的に光パスに割り当てることにあ

ります（5）．これによりネットワーク内の

光スペクトラム資源を有効に活用し，

同じネットワーク資源でより多くの光

パスを提供可能になります．このよう

なエラスティックな光ネットワークが実

現可能になった理由は，多値変調や光

OFDM（Orthogonal Frequency Divi-

sion Multiplexing）＊８などの高度な変

復調技術により，光信号の「シンボル

レート」「シンボル当りの多値数」「サ

ブキャリア数」の３つのパラメータを

最適に組み合わせて，必要な伝送可能

距離と伝送容量を，必要最低限の光

スペクトルで実現できる見通しが立っ

てきたことが挙げられます．また，帯

域可変波長選択スイッチ＊９の出現に

より，必要かつ最小限の帯域を持つ光

スイッチング窓を光パスの経路上に自

由に確保することが可能になってきた

ことも１つの要因です．

次に具体例を示しながら，そのメカ

ニズムを説明します．

■光ネットワーキング

これまで波長多重伝送をベースにし

た光ネットワークにおいては，一定間

隔（例えば50 GHz）の周波数グリッ

ド上に光信号を配置し，そのチャネル

当りの伝送速度を向上させ，周波数

利用効率を改善することにより大容量

化を実現してきました．現在研究開発

中のチャネル当り100 Gbit/s級の波長

多重伝送システムにおいては，QPSK

（Quadorature Phase Shift Keying）＊10

と呼ばれる多値変調方式と偏波多重方

式を採用することで，周波数利用効率

は２bit/s/Hzに達する見通しです．

ところが，４値を超える多値変調信号

においては，所要受信SNRが急速に上

昇し，入力パワーを一定とするとデジ

タル再生中継なしで伝送可能距離が

短くなることが知られています．もち

ろん，高利得誤り訂正符号や低雑音

光増幅，非線形歪み補償などの技術

の進展も期待できますが，大きなトレ

ンドとしては，100 Gbit/sを境に，周

波数利用効率の向上のペースはスロー

ダウンし，同じ伝送距離であれば，高

速光信号になればなるほど，より広い

スペクトルを占有する時代になると考

えられます．また，従来の光ネット

ワークでは，伝送距離にかかわらず，

同じビットレートの光信号であれば同

じ変復調技術が用いられてきましたが，

さまざまな多値変調方式が利用できる

ようになると，短い伝送距離において

は，周波数利用効率の高い高次多値

変調符号を採用できるようになりま

す．また，光OFDM信号のサブキャ

リア数を調整することで，ユーザの

実トラフィック量に応じたきめ細やか

な帯域（中間帯域）の光信号を発生

させることも比較的容易になります．

このようにユーザが必要とする伝送

容量や伝送距離に応じて，変調フォー

マットを最適化することに加え，隣接

チャネル間隔をエラスティックに変化

させることで，ネットワーク内の光ス

ペクトラム資源を有効に活用し，同じ

ネットワーク資源でより多くの光パス

を提供可能になります（図４）．

エラスティック光ネットワークは，

ネットワークの可用性を向上させるう

えでも重要な技術になると考えられま

す．激甚災害時における多重故障を考

えると，あらかじめ割り当てておいた

迂回ルートでは故障復旧できない状況

が生じる可能性があります．ミッショ

ンクリティカルなトラフィックの場合，

帯域は犠牲にしても最低限のコネク

ティビティを確保することが，サバイ

バビリティを向上させるうえで重要と

考えられます．エラスティック光ネッ

トワークでは，迂回ルート上で利用可

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　新たな伝送媒体と多重化技術 
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＊8 OFDM：直交波周波数分割多重の略．無線
などで用いられるデジタル変調方式の１つ．

＊9 波長選択スイッチ：１入力N出力の光スイ
ッチであり，波長多重分離機能とスイッチ
機能の両方を備え，入力した波長多重信号
の中の任意の組み合わせの波長を任意の出
力に振り分けることが可能．

＊10 QPSK：搬送波の位相変化に４値を対応さ
せ，１回の変調（シンボル）で２bitを伝送
する変調方式．



特
集

NTT技術ジャーナル 2011.3 35

能な光スペクトルを検索し，これが現

用のパス帯域より少ない場合でも，現

用の帯域を絞ることで，最低限のコネ

クティビティを確保できます．

■ハードウェア実現技術

エラスティック光ネットワークは，帯

域・変調方式可変トランスポンダと帯

域可変波長クロスコネクトにより実現

可能です（6）,（7）．

帯域・変調方式可変トランスポンダ

は，シンボルレート，多値数，キャリ

ア数の３つのパラメータを最適に組み

合わせて，必要なオプティカルリー

チ＊11（図５（a））と容量（図５（b））

を，必要最小限の光スペクトルで実現

します．光OFDM技術は，直交条件

を満たす複数のサブキャリアからなる

コンパクトな光スペクトルを提供可能

であり，デジタル信号処理技術と組み

合わせることで，帯域と変調方式が柔

軟な可変トランスポンダの実現技術と

して期待されています．

一方，帯域可変波長クロスコネクト

は，例えばLCoS（Liquid Crystal

on Silicon）技術をベースにした帯域

可変波長選択スイッチで，従来の固定

帯域波長選択スイッチを置き換えるだ

けで，従来と同様のノードアーキテク

チャのままで実現可能です．これによ

り，必要かつ最小限の帯域を持つ光ス

イッチング窓を光パスの経路上に確保

することができます（図５（c））．

■管理制御技術

必要な光スペクトル資源を適応的に

光パスに割り当てるエラスティック光

パスネットワークを実現するためには，

従来のI T U - T（ I n t e r n a t i o n a l

Telecommunication Union-Telecom-

munication Standardization Sector）

周波数グリッド（図６（a））を拡張した

光スペクトラム定義法が必要になりま

す．表記法の一案として図６（b）に例

示するような周波数スロットの導入が

考えられます．例えば周波数スロット

としては，現在規定されている最小

チャネル間隔のITU-T周波数グリッド

に関連付けて配置される，幅12.5 GHz

のスロットが１つの候補となります．連

続した複数のスロットを光パスに割り

伝送距離 1 000 km 1 000 km 1 000 km 250 km 250 km

400 Gbit/s

QPSK QPSK 16QAM 16QAM
QPSK 
200 Gbit/s

400 Gbit/s 100 Gbit/s 400 Gbit/s 100 Gbit/sビットレート 

（a）　従来方式に基づく光信号のスペクトル配置 

（b）　適応的変調フォーマットの導入 

（c）　エラスティックなチャネル間隔の導入 

図４　エラスティック光ネットワークにおける，ユーザのトラフィック量や伝送距離に応じた適応的な光周波数資源割当て 

トランスポンダ 

（a）　伝送距離可変トランスポンダ 

（b）　伝送レート・距離可変トランスポンダ （c）　帯域可変波長クロスコネクト 

図５　エラスティック光ネットワークを実現するハードウェア技術 
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＊11 オプティカルリーチ：電気処理による再生
中継なしで，光信号のまま伝送可能な距離．
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当てることで，必要なスペクトル資源

を指定できます（8）（図６（c））．

現状の光パスネットワークでは，経

路計算波長割当てアルゴリズムにより，

波長の連続性を確保しつつ経路を算出

します．エラスティック光パスネット

ワークでは，波長（スペクトル）の連

続性の制約に加え，スペクトル幅連続

性の制約の下で経路を計算する，経路

計算スペクトル割当て問題を解く必要

があります．ITU-Tの周波数グリッド

を拡張した周波数スロットを導入すれ

ば，この問題は，例えば経路長が短い

経路に沿って連続するスロットを必要

数だけ確保するという問題に帰着させ

ることができ，適当な経路と必要な周

波数スロットを導き出すことが可能

です（8）．

今後の展開

本稿では，将来の光ネットワークを

支える２つの技術として，革新的光伝

送技術とエラスティック光ネットワー

クの取り組みについて紹介しました．

NTT研究所は，長期的取り組みと

して，耐パワー性と耐非線形性を高め

た新規伝送媒体，ならびにこれらを用

いたSDM技術やMDM技術などの新

規多重化技術といった革新的光伝送

技術の研究を加速し，３桁以上の伝

送容量の拡大に向けた検討を進めます．

また，中期的な取り組みとして，弾

性と適応制御の概念を光レイヤに導入

することで，周波数利用効率に優れ

た，エラスティック光ネットワーク技

術の研究を推進します．展開シナリオ

としては，将来の400Gイーサネットな

どの新たなユーザ信号を転送する超大

容量光チャネルの導入をトリガーにし

た段階的な展開シナリオと，10 0

Gbit/sシステムの伝送設計要件を緩

和する手段として，伝送距離に応じて

スペクトル割当てを導入する，早期導

入シナリオの２つが考えられます．エ

ラスティック光ネットワークは，超高

速大容量伝送技術との相乗効果によ

り，将来のトラフィック需要を経済的

かつスケーラブルに収容可能とするも

のと期待されます．
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（左から）盛岡 敏夫/ 高良 秀彦/

神野 正彦/ 久保田 寛和

今回紹介した「革新的光伝送技術」と
「エラスティック光ネットワーク」は，将来
の光ネットワークの飛躍的な高度化を実現す
る重要な技術です．今後も光トランスポート
ネットワークの発展に向けた革新的な研究開
発を加速したいと思います．
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（a）　現状の光周波数グリッド（ITU-T G.694.1） 

（b）　光周波数スロットの例（12.5 GHz width） 

（c）　柔軟な光スペクトル資源割当ての例 

図６　光周波数スロットの導入による柔軟な光スペクトル資源割当て 


