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NGNイーサとは

NGN時代の広域イーサネットサービ
ス（NGNイーサ）は，従来の専用線サー
ビスに比べ，高速な回線品目を安価に
提供することが可能なサービスとして，
2008年から商用展開されてきました．
NTTアクセスサービスシステム研究所で
は，イーサネット網のさらなる高度化を
目指し，L2（Layer 2）技術やオペレー
ション技術等の研究開発に継続して取

り組んでいます(1)．
昨今のNGNイーサを取り巻く新たな

動向としては，データセンタ・クラウド
技術の進展に伴う多様な付加サービスの
提供，ネットワークコストの大幅な低減，
この２点が求められています．
ここでは，ユーザ拠点に設置される

ONU（Optical Network Unit）から
中継網への接続機能までを提供する光
アクセスシステムにおいて，新たに開発
した①一部帯域確保対応機能と②多重

化機能について紹介します（図１）．

一部帯域確保対応機能

従来のNGNイーサは帯域確保型サー
ビスであるため，契約帯域の総和が中継
網の物理帯域を下回る場合や，ユーザ
トラフィックの使用帯域が契約帯域を下
回る場合には未使用帯域が生じます．
この未使用帯域を活用する観点から，

私たちは契約した確保帯域範囲内のト
ラフィックを確保し，ネットワークの帯
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図１　NGN イーサで新たに開発したアクセス技術 
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域が余っているときには契約した最大帯
域範囲内で柔軟に使用可能とする，一
部帯域確保対応機能を新たに開発しま
した（図２）．主要な技術は以下の３つ
です．
（1） 帯域監視機能
帯域監視機能は，確保帯域またはベ

ストエフォート帯域のどちらで転送すべ
きか，フレームごとにユーザトラフィッ
クの流量を監視する機能です．具体的
には，アクセス装置において，契約時に
指定したCIR（Committed Informa-
tion Rate）の範囲内までは従来と同様
にユーザトラフィックをすべて確保して
転送します．
C I Rを超過する場合には，P I R

（Peak Information Rate）まではベス
トエフォートクラスとして転送可能とし，
PIRを超過する場合に廃棄します．
（2） カラーリング機能
カラーリング機能は，帯域監視機能

の結果を基に，中継装置がユーザフレー
ムごとに確保帯域またはベストエフォー
ト帯域のどちらで転送すべきかを識別可
能とするための，カラーリングタグを付
与する機能です．中継装置はこのカラー

リングタグ内の識別子を参照することで，
輻輳状態に応じたQoS制御を実施する
ことが可能となります．
（3） QoS情報識別機能
QoS情報識別機能は，ユーザのネッ

トワーク内で任意に設定された多様な優
先度のトラフィックを，中継装置のQoS
制御に円滑に引き継ぐための機能です．
具体的には，IPヘッダのToS（Type

of Service）/TC（ Traffic Class），
VLANタグ (2)の CoS（ Class of Ser-
vice），VID（VLAN IDentifier）な
ど，ユーザの指定するフレーム内の識別
子により，確保帯域とベストエフォート
帯域に振り分けることを実現しています．
フレーム内の多様な識別子を用いたユー
ザトラフィックの優先制御を実現するこ
とで，ユーザ要望に対して，よりきめ細
かな対応を可能とします．
上述した帯域監視機能，カラーリン

グ機能，QoS情報識別機能を局内装置
に搭載することで，中継装置と連携した
一部帯域確保対応が可能となります．
これによって，今後のデータセンタ・ク
ラウド時代を見据え，増加が見込まれる
バーストトラフィックにも柔軟に対応可

能となります．

多重化機能

広域イーサネットサービスを提供する
際は，ユーザを収容するアクセス収容装
置（MC: Media Converter），MCを
収容するL2スイッチ（収容スイッチ），
中継光伝送装置などが必要ですが，小
需要エリアにおいては，ユーザの数が少
なくなるため，１ユーザ当りのネット
ワークコストが増大します（図３（a））．
そこで私たちは，ネットワークコストを
抑制する観点から収容スイッチの機能，
および長距離光伝送装置をMCに集約
させた多重化機能を開発しました（図３
（b））．この多重化機能搭載MCでは，
ユーザフレームに対してVLANタグを
付与し，ユーザフレームの送信元回線を
識別することにより，複数回線を多重し
ます．
以下に，この多重化機能を実現する

ために適用した技術を２点紹介します．
（1） 経路冗長化技術
リングトポロジによる冗長プロトコル

であるMORP（Multiple Open Rings
Protocol）(3)を採用した広域イーサネッ

図２　一部帯域確保対応機能の概要 
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トサービス網に対応するため，LAG
（Link Aggregation Group）とEthernet
OAM(3)（Operation，Administration
and Maintenance）を組み合わせた経
路冗長化技術を開発しました．これに
より，リングトポロジを構成することな
く，MORPと同等の信頼性を確保しま
した．また，一方の経路で通信断が発
生した際に，即時に他方の経路に自動
切替させることが可能です（図３①）．
さらに，Ethernet OAM技術の監視機
能であるETH-CC（Ethernet Continu-
ity Check function）とLAGを連携動
作させることで，物理層の通信断のみな
らず，データリンク層の通信断が発生し
た場合も経路切替を可能としました．
（2） 長距離伝送技術
多重化機能搭載MCは，中継光伝

送装置を新設せずに長距離伝送を実現
するために，シングルモードファイバで
最大40 kmまで伝送可能な長延化モ
ジュール（ZX-SFP）に対応しています

（図３②）．なお，IEEE802.3zで標準
化されている1000BASE-SX（最大550
m），1000BASE-LX（最大５km）も
サポートしており，ユーザのロケーショ
ンと接続先の中継網の距離によって，最
適なSFP（Small Form factor Plug-
gable）モジュールを選択することが可
能です．

今後の展望

広域イーサネット網の高度化技術とし
て，一部帯域確保対応機能，多重化機
能の各開発システムを紹介しました．こ
れらの技術により，NGNイーサでの新
たな付加サービスの提供，経済的な設備
網構築が実現され，広域イーサネット
サービスのさらなる利用の拡大が期待さ
れます．
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広域イーサネット網技術の開発により，
広域イーサネットサービスの導入，高度化
に貢献してきました．今後もさらなる展開
と普及に向けて，研究開発に取り組んでい
きます．
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図３　多重化機能の概要 
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