
ブロードバンドアクセスネットワー

クの進展

現在，日本のFTTH（Fiber To

The Home）加入者数は2 000万を

超え，ダウンロードトラフィックは1.7

Tbit/sにも達しています（1）．その主な

アクセスネットワークにはGE-PON

（ Gigabit Ethernet-Passive Optical

Network）が広く利用されています．

さらに，クラウドコンピューティン

グ，３D映像，高精細（４K）映像な

どのアプリケーションの拡大に伴い，ま

すますインターネットトラフィックが増

加することが予想され，GE-PONより

10倍高速な10G-EPONの活用が期待

されています．この10G-EPONは，物

理・リンク層の国際標準化（IEEE

802.3av）が2009年に完了し，システ

ムの国 際 標 準 化 （ IEEE 1904.1

SIEPON）の整備も進められています．

10G-EPONシステムとは

図１に示す10G-EPONシステムは，

上り/下りが10G/10Gの10G対称

ONU（Optical Network Unit：光加

入者線ネットワーク装置），１G/10G

の10G非対称ONU，および１G/１G

の１G ONUとこれら３種類のONU

を同時に収容可能とする10G-EPON

OLT（Optical Line Terminal：光

加入者線終端装置）で構成されます．

異なる速度のONUを同時に収容する

ため，OLTは，デュアルレートの通信

に対応する必要があります．

この装置実現のための大きな課題と

して，既存GE-PONの収容のための１

G/10Gデュアルレートバースト受信の

実現，１Gデータパスと10Gデータパ

スの共存，複数の暗号方式や前方誤

り訂正符号（FEC：Forward Error

Correction）の搭載などのハードウェ

アの増大と消費電力の増大が挙げられ

ます．

アクセスネットワークの電力消費

状況と課題

IPコア網を含むネットワーク全体の

消費電力に対して，加入者数に比例

するONUの消費電力は60％を占め，

また，OLTとその集線装置を含めると

80％を占めており，アクセスネットワー

クの低消費電力化が喫緊の課題とし

て議論されています（2）．

本稿では，10G-EPONシステムの

省電力化のために行われている，下記

２つの観点からの取り組みについて紹

介します．

・LSI（ Large Scale Integrated

circuit：大規模集積電子回路）

の小型化，周辺部品・機能のLSI
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図１　10G-EPON システム概要 
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への取込みによる装置の低電力化

・トラフィックや稼働状態に応じた

LSIや装置の省電力化制御

10G-EPON制御用LSI

IEEE802.3avに準拠し，デュアル

レートに対応したOLTおよびONU用

制御用LSIを40nm-CMOS（Com-

plementary Metal Oxide Semi-

conductor）プロセスを用いて開発し

ました．OLT-LSI のブロック図を図２

に示します．

OLT-LSIは，10 Gbit/sおよび１

Gbit/sの２種類の速度のネットワーク

インタフェース（SNI）を介してコア

ネットワークと接続されます．LSIの内

部では，１Gのフレームは125 MHzの

８ビット幅信号に，10Gのフレームは

156 MHzの64ビット幅信号にそれぞ

れ並列化し，ブリッジ（BRG）部に

転送します．BRG部およびバッファ

（BUF）部では，10Gと１Gのデータ

パスを多重化，フレームの送信先検索

や優先制御等のフレーム処理を実行し

ます．リンク制御（P2MP）部は，接

続されるONUのリンク状態を管理・

制御，ONUからの上り送信時間（帯

域割当て情報）を管理してONUへ通

知，上りバースト信号の受信制御等の

処理を担うOLTの心臓部となっていま

す．その後，収容するONUの種類に

合わせて適切な暗号方式を選択して暗

号・復号処理を行う暗号（ENC）

部，前方誤り訂正（FEC）部，シリ

アライザ・デシリアライザ（SERDES）

により多重度を変換する入出力部を有

し，10G/１Gデュアルレートトラン

シーバと接続し，ONUとの間のデータ

送受信を行います．

10Gと１Gとで標準仕様が異なる

FEC部およびENC部は，10Gと１G

のデータパスを分離していますが，

BRG部とBUF部では10Gと１Gで

回路を共有して回路規模を削減しま

した．

暗号回路の小型化

10G/１G共存のPONシステムで

は，従来の１G ONUと非対称10G

ONUの上り１G暗号において，バース

ト単位（ONU単位）で暗号方式を切

り替える必要があります．

フレーム受信後に暗号方式を判別し

てから復号設定の切替えを行う場合に

は，フレームのバッファリングのための

ハードウェア増大とレイテンシ＊増加が

問題となります．

OLTはONUごとに上り送信帯域割

当てを行っているため，その時間情報

を用いて，フレームの到着に先立って

復号回路への暗号方式の設定を行う

制御回路を搭載しました．この手法に

より，暗号方式の識別や切替えのため

のフレームバッファは不要となり，ま

た，レイテンシの増大も防ぐことが可

能となりました．

低遅延で小型のデータパス構成

BRG部およびBUF部の遅延を抑制

するには，回路規模を最小化し，ま

た，多重化およびバス幅変換を１回に

絞る必要があります．

図３は，10Gと１Gのデータレート

の共存できるBUF部のデータパスアー

キテクチャを示しています．10Gと１

Gのデータパスは，リード・ライト操作

を合わせて22 Gbit/sでの外部メモリ
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へのアクセススループットが要求される

ため，マルチプレクサにより256ビット

幅の信号に多重化しています．また，

例えば64バイトのような短いフレーム

が連続して到達した場合のスループッ

トの低下を防止するために，書込み用

メモリコントローラ内のフレームバッ

ファが１キロバイトを超えたときのみ

外部メモリに書き込むことで，解消し

ています．また，10Gおよび１Gのフ

レームは，一度，同一の外部バッファ

メモリに格納し，BRG部で決定された

優先度の順に出力されます．こうして，

外部メモリの個数と回路規模を削減

し，遅延を抑制しました．

機能の柔軟化と回路の小型化

PONでは，OLT/ONU間の通信を

制御するための通信プロトコル用制御

フレームを，データフレームと多重化

するかたちで送受信しています．

制御フレームに対する処理は，以下

の３種類に分類され，P2MP部で実行

します．

① データフレームと制御フレーム

を多重・分離して送受信する処理

② 基準時刻の生成，LSI内各ブ

ロックへの制御タイミング生成

処理

③ リンク状態監視，送信制御フ

レームの生成および受信制御フ

レームの内容理解によるONU管

理処理

さまざまなサービスに適応させるた

めP2MP部には柔軟性が必要であり，

制御フレームに対して行う処理の多く

をソフトウェアとハードウェアとが協調

して動作する構成をとり，回路規模の

削減と柔軟性を実現しました．高ス

ループット維持とタイミング精度要件

の厳しい①，②の処理をハードウェア

に，柔軟性の重要な③のONU管理処

理をソフトウェアに割り当てました．

これにより，任意の形式での制御フ

レームをタイミング調節しながら送受

信でき，新しいサービスが容易に追加

できるようになりました．

例えば，ONUのリンク状態やトラ

フィック状況監視制御処理をOLTの

ソフトウェアに実装することで，ONU

スリープ制御を実現しました．

バーストモード送信器の電力課題

10G-EPON用バーストモードレーザ

ダイオードドライバ（BLDD）ICは，

１W以上の電力が必要となる場合が多

く，ONU装置が消費する電力の約10～

20％を占めています．一方，アクセ

スラインの利用率が48 kbit/s/l ine

と極端に少ないにもかかわらず，トラ

フィックの多寡によって電力消費の大

小は調節されていません．

BLDDは，ONU-LSIからの送信

許可信号（Tx_EN）によってレーザ

ダイオード（LD）の発光を瞬時に

ON/OFFします．国際標準規格にお

いてLDの光出力を－45 dBm以下に

消光することが求められています．一

方，BLDDは消光状態からデータ送

信に必要な安定出力へ回復するために

必要なLDターンオン時間を最長512

ns以下で達成する必要があります．こ

のため，バースト制御には回路電流を

常に流し続けるメカニズムが採用され

てきました．PONシステムでは１本の

光ファイバを複数の加入者で共有する

ため，PON分岐数を32とした場合，

平均的には31/32＝97％の時間はLD

が消光しますが，この間も電流が流れ

続け，無駄にエネルギーが消費されて

いるのが現状です．

今回新しく開発したBLDDは，LD

が消光している間，すなわちお客さま

から送信されるデータがない時間帯は，

その長短にかかわらず常に省電力化す

るもっとも効率の高いパワーセーブ動

作を実現します．追加のスリープ制御

信号を必要とせず，標準のTx_EN信

号のみで電力も制御できるため，電力

の回復・低減とレーザの発光・消光を

同時に実施できることが画期的です

（図４）．

省電力化機能を搭載したBLDD

省電力化機能を搭載したBLDD回

路のブロック図を図５に示します．従

来のバースト制御メカニズムのゲート

回路とバイアス電流のバイパス回路に

加え，各電流源回路に電流を遮断す

るスイッチを追加しました．LDの

ON/OFFメカニズムで確実なLD消光

を維持しつつ，回路電流を遮断するこ
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とで電力を大幅に削減します．電源

は遮断しないので，トランジスタのス

イッチング動作により高速なLDターン

オンが可能となります．

0.18 μmシリコンゲルマニウム・バ

イポーラCMOS（SiGe BiCMOS）

プロセスで試作したテストチップの省

電力特性と応答特性の評価結果を図

６に示します．LDが消光しているとき

の消費電力は連続発光時より93％も

削減しました（図６（a））．LDが消光

している時間は全体の97％ですから，

実に90％以上の電力が削減できるこ

とになります．また，Tx_EN信号が

ONになってからLDが良好な発光品質

に至るまでのターンオン時間は，図６

（b）に示すとおり，わずか15 ns以下で

あることが分かります．この応答は，

国際標準規格の34倍以上も高速です．

このように，本技術は十分な応答マー

ジンを持ったバーストごとの省電力動

作を世界で初めて実現しました．

今後の展望

今後もトラフィックは増加していく

ことが予想され，装置の大規模化は避

けることができません．そのため，LSI

部品レベルの省電力化はもちろん，装

置として，また複数の装置で連携させ

た制御を行うなど，さらなる省電力化

のための制御機構をLSIに備えていき

ます．
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図４　バーストごとの省電力化 
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