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情報通信サービスの環境負荷低減に向けた取り組み

光アクセスネットワークの消費電力

現在，高速なインターネット接続な
どに広く利用されている 1 Gbit/s級
のFTTH（Fiber To The Home）サー
ビスは，図 1に示すような通信装置群
によって実現されています．ネット
ワークをユーザから近い部分と遠い部
分に分けた場合に，ユーザに近い側は
アクセスネットワーク，遠い側はコア
ネットワークと呼ばれています．コア
ネットワークの通信装置は，装置単体
の消費電力が大きい代わりに，非常に
多くのユーザのトラフィックをまとめ
て処理できるため，ユーザ当りの消費
電力は非常に小さくなります．一方，
アクセス系の通信装置は，装置単体の
消費電力が小さい代わりに，収容でき
るユーザ数が少なく，ユーザ当りの消
費電力はコアネットワークよりもはる
かに大きいといわれています．したがっ
て，アクセス系装置を省電力化する取
り組みはネットワーク全体の電力削減
に対しても貢献が大きいといえます．

通信装置の省電力化に向けた課題

装置の電力削減を図る手段として，
サービスに対して影響を与えないもの
から与えるものまで多数の手段が存在

します．影響の小さいものから適用し
ていくことを考えれば，より多くの手
段を適用するほど電力削減の効果は高
くなりますが，その一方でサービスへ
の影響も大きくなります．また，ある
装置では効果的な手段が，別の装置に
対しては適用が難しいという場合も存
在します．

例えば，ユーザにもっとも近い，
PCなどの端末にとっては，マウスや
キーボードなどの入力インタフェース
によってユーザの操作を直接受け，
ユーザの利用状況を的確に把握するこ

とが可能なため，操作に応じた制御が
可能です．しかし，直接的な操作を把
握できない通信装置では，流れてくる
トラフィックなどからユーザの利用状
況を推測し，ユーザの利用に影響を与
えないように電力を削減しなければな
りません．

また，多彩な機能を提供する端末と
異なり，通信機能のみを提供する通信
装置にとっては，使用しない機能を停
止させることで削減できる電力が小さ
く，「通信しない間には，通信機能を
停止」することがほぼ唯一の省電力

光アクセスネットワーク 省電力化技術 スリープ

図 1 　全ネットワークにおけるアクセス系装置が消費する電力の割合
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光アクセス系通信装置の省電力化の取り組み
ユーザ端末の高性能化が進み，高速なWeb閲覧や高精細な動画コンテン
ツを手軽に利用できるようになったことから，ネットワークの利用頻度や，
ネットワークを流れるコンテンツの容量は増加し続けています．このため，
ネットワークのさらなる広帯域化が期待されていますが，現状においても
通信装置の消費電力が非常に大きい中で，どのように消費電力を増加させ
ずに広帯域化を実現するかが，世界中で大きな課題となっています．本稿
では，ネットワークの消費電力の中でも大きな部分を占める光アクセス
ネットワーク特有の課題と，省電力化についてNTTアクセスサービスシス
テム研究所の取り組みを紹介します．
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化手段となります．しかし，通信品質
を確保する観点から，一度電力供給を
停止してから，再開した際に機能する
まで時間がかかる部品に対しては，供
給を停止することができないため，削
減効果が限られる，という課題が存在
します．

光アクセスネットワーク特有の課題

通信装置の省電力化を実現するうえ
で，さらに光アクセスネットワーク特
有の課題も存在します．サーバやコア
ネットワークの通信装置においては，
収容しているユーザが多いため，トラ
フィックの統計多重効果＊を期待で
き，負荷が緩やかに連続的に変化する
ことを想定して，低負荷時は通信ポー
トの使用数や，計算能力をつかさどる
パッケージの使用数を減じることによ
る省電力化を見込めます．一方，装置
当りの収容ユーザ数の少ない光アクセ
スネットワークの通信装置において
は，負荷変動が連続的ではなくバース
ト的であり，また，冗長経路を持たな
いことから，そのような省電力化手段
を適用できません．

したがって，光アクセスの通信装置
で省電力化を実現するためには，流れ
てくるトラフィックなどの間接的な情
報からユーザの利用状況を判断する必
要があるだけでなく，バースト性を考
慮した細やかなオン ・ オフ制御を行う
必要があります．

光アクセスネットワークに流れる
トラフィック

光アクセスネットワークにはイン
ターネットから流れてくるトラフィッ
クのほかに，IP映像サービス，IP電

話サービスのトラフィックが挙げられ
ます．後者の 2 つは前者とは論理的に
識別でき，ユーザが利用しているかど
うかを比較的容易に判別することがで
きるため，ここではインターネットの
トラフィックに絞って説明します．

ユーザがインターネットからダウン
ロードするデータの総量は年々増加し
ていますが，ユーザが利用していない
時間も合わせて平均すると，アクセス
ネットワークが提供している最大の通
信速度と比べて非常に小さな値になり
ます（2）．また，ユーザが 1 日に利用す
るトラフィック量は，2014年の最頻出
値で，アップロード28 MB ・ダウンロー
ド447 MBと報告されています．少し
乱暴な計算ですが，このデータ量は，
例えば 1 Gbit/sのFTTHサービスから
みると，アップロードが 1 秒以下，ダ
ウンロードは約 4 秒分と換算するこ
とができます．したがって，多くのユー
ザにとって， 1 日のうち残りのほとん
どの時間は通信をしなくても良い時
間，つまり，通信装置にとって理想的
には通信機能を停止できる時間だと考
えることができます．

しかし実際には，次に説明するよう
に，停止するタイミングによってユー
ザの通信に対して悪影響を与えてしま
う可能性を考慮する必要があります．

通信機能停止が与える影響

通信機能を停止することによって発
生する影響とは，通信開始時の先頭の
トラフィックに対する遅延です．一昔
前のPCは，スタンバイ状態から復帰
する際に待ち時間が発生していました
が，それと同様に，通信をし始めた際
に，それまで停止していた機能を復帰

させる分の遅延が発生します．具体的
な遅延の大きさは停止させる機能に
よって異なるため，ここではIEEE 
Std.1904.1-2013（3）で標準化されてい
るONU（Optical Network Unit）の省
電力化手段として，PON（Passive 
Optical Network）側の光送信器を停
止することを想定したTx（Transmitter）
スリープと，PON側の光送受信器を
停 止 す る こ と を 想 定 し たTRx

（Transceiver）スリープを基に紹介し
ます．
■Txスリープ

TxスリープではONUの上り送信に
かかわる機能を停止することが想定さ
れています．ONUはPON側の光送
信器のほかに，UNI（User Network 
Unit）側にEthernetポートを備えてい
るため，PON側の光送信器を停止さ
せている間であっても，上りのフレー
ムがUNI側から入力されたタイミング
で，即座にPON側の光送信器を復帰
させることができます．長時間PON
側の光送信器を停止させてしまうと，
タイムアウトが発生しPONリンクが
切断されてしまいますが，タイムアウ
トの発生しない範囲であれば，Txス
リープを実施する場合は，光送信器を
どれだけ長く停止させても，発生する
遅延はほぼ光送信器の立ち上がり時間
のみになります（図 2， 3）．
■TRxスリープ

一方，TRxスリープではONUの上
り送信に加えて，下り受信にかかわる
機能を停止することが想定されていま

＊	統計多重効果：トラフィックの発生源が，単体
では間欠的な出力を行う場合であっても，多数
の発生源から出力されたトラフィックを集約す
ると，時間的な変化が緩やかになること．
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す．PON側からの下り信号を検知す
るためにはPON側の光受信器を復帰
させなければならないため，間欠的に
復帰させ，下りのフレームが到着して
いないかどうかを確認します．このた
め，光送受信器の立ち上がり時間が短
くても，最大で間欠動作の間隔分の遅
延が発生します（図 4， 5）．

与える影響の抑制

TxスリープとTRxスリープでは，
停止させる範囲の違いから，TRxス
リープを適用したほうがより高い効果
を見込めますが，その際には遅延が
ユーザのアプリケーションに対して影
響を与えないように制御する必要があ
ります．具体的な手段としては，最後
にパケットが到着してから一定時間は
スリープを抑制するように，スリープ
抑制タイマを設けることが挙げられ
ます．

しかし，アクセスネットワークには，
ユーザがアプリケーションを使用して
いない間であっても，経路の正常性確
認を行うために定期的にパケットが流
れる場合があるため，そのパケットが
送受信されるたびにスリープを抑制し
てしまうと，全くスリープすることが
できず，消費電力を削減できなくなっ
てしまいます．

そこで，NTTアクセスサービスシ
ステム研究所の開発したONUスリー
プ技術では，図 6に示すように，一定
時間内に到着するフレーム数によっ
て，ユーザがアプリケーションを使用
しているかどうかを判別します．正常
性確認の定期的パケット交換のよう
な，単発でのフレーム到着に対しては
スリープ抑制タイマを短縮することで

図 4 　TRxスリープの開始と継続
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図 2 　Txスリープの開始と継続
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図 5 　下りトラフィックによるTRxスリープの終了
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図 3 　上りトラフィックによるTx/TRxスリープの終了
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消費電力の低減を図り，アプリケー
ション使用時のように短時間に一定数
以上のフレーム到着に対してはスリー
プ抑制タイマを長くすることで，アプ
リケーションに対する影響の抑制を図
ります．

定期的なパケット交換の頻度によっ
ても効果は変わりますが，頻繁に交換
が行われる環境下では，この技術に
よって最大で20％程度ONUの消費電
力を削減できることを実験で確認して
います．

今後の展開

今後，人ではなくモノがインター
ネットに接続されるIoT（Internet of 
Things）の時代には，ユーザがアプ
リケーションを使用しない間も，頻繁
にセンサが自動で通信を行うような利

用方法が広がっていくと考えられま
す．今回ご紹介したように，特にアク
セスネットワークにおいては，流れる
トラフィックと通信装置の省電力化が
密接に関係しているため，今後も流れ
るトラフィックのトレンドについて注
視していく必要があります．

■参考文献
（1） http://www.ieee802.org/ 3 /av/public/2008_09/ 

3av_0809_otaka_1.pdf
（2） http://www.iij.ad.jp/company/development/

report/iir/024.html
（3） IEEE Std. 1904.1-2013：“Service Interoperability 

in Ethernet Passive Optical Networks 
（SIEPON），” 2013.

1 秒当りの到着フレーム数  

消
費
電
力
比

 

スリープ抑止タイマが
一定の場合

 
 

スリープ抑止タイマを
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  スリープ抑止タイマを動的に短縮することで，
待機時の電力を削減  

図 6 　動的なスリープ抑止タイマにより削減効果を向上
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設定や操作の不要な自動的な制御によっ
て，通信への影響を利用者に感じさせない
ように遅延を抑制しながら，効果の高い省
電力化を実現していきたいと考えています．
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