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NetroSphereの普及に向けた取り組み

検討の背景と白書の公開

通信の用途や利用形態の多様化に伴
い，通信事業者が通信サービスをユー
ザに直接提供するB2C型通信サービ
スに加えて，さまざまなサービス事業
者を介して通信サービスを提供する
B2B2C型通信サービスの存在感が増
しています．NTTにおいても，2014
年に「光コラボレーションモデル」を
発表（1）し，さまざまなビジネスプレイ
ヤとの共創により新たなサービスを提
供していくこととしています．アクセ
スネットワークにおいても，このよう
な状況の変化への迅速な対応が求めら
れています．一方，従来のアクセスネッ
トワーク装置は，サービスごとの専用
装置として開発されていました．その
ため，このような通信サービスのビジ
ネスモデルの変化により多様化する要
求にこたえるためには，装置全体の再
開発が必要であり，迅速な対応が困難
な状況でした．

このような多様化する要求に対応
し，迅速なサービス提供するため，
NTTではNetroSphere構想を提唱（2）

しており，ネットワーク装置の機能を
部品化し，それらの組み合わせを可能
とする技術の研究開発に取り組んでい

ます．アクセスネットワークに関して
も，同様のコンセプトに基づく新アク
セスシステムアーキテクチャFASA

（Flexible Access System Ar chi tec
ture）についての報道発表（3）を2016年
2 月 8 日に行い，①FASAのコンセプ
トを提唱するとともに，②FASAを具
現化するための共通API（Application 
Pro gram ming Interface）の試案を公
開すること，③研究開発パートナーを
募集することを発表しました．報道発
表に続き，NTTアクセスサービスシ
ステム研究所では，FASAのアーキテ
クチャの具体化，部品化する機能のリ
ストアップ，ユースケースとDBA

（Dynamic Bandwidth As sign ment）＊ 1

を例とした共通API規定の検討を行っ
てきました．2016年 5 月31日に，そ
れらの解説書である白書を公開し，同
時にFASAの仕様検討パートナーの募
集（4）を行いました．

白書の概要

■FASAのコンセプト
現在のアクセスネットワーク装置で

は，サービスごとに専用の装置として
開発が行われているため，機能の追加
や入替には装置全体の再開発が必要と
なるなど制約が多く，また，保守運用

についても装置ごとに保守物品や保守
スキルが必要となっている状況です．
そのため，アクセスネットワーク装置
の柔軟性や汎用性を向上し，さまざま
な通信事業者要件およびサービスへの
迅速な対応が必要となります．

これを受けて，FASAを，以下を実
現する新たなアクセスシステムアーキ
テクチャ，およびそのコンセプトであ
ると位置付けています．

①　サービスあるいは事業者に特化
した専用装置を開発する代わり
に，それぞれに応じた機能を部品
化し，その部品を入れ替えること
で，サービスおよび事業者に応じ
たアクセスネットワーク装置を構
成すること

②　サービスあるいは事業者ごとに
異なる機能を，入出力インタ
フェースを汎用化したソフト
ウェア部品＊ 2とすること

③　ソフトウェア部品間の独立性を
高め，入替可能なソフトウェア部
品を基盤上で動作させること

これらによって，サービス品質を維

FASA アクセスネットワーク装置 部品化

＊1	 DBA：PONの上り帯域を動的に割当する
機能．

＊2	 ソフトウェア部品：必要な機能を交換可能
な単位でソフトウェア化したもの．

柔軟かつ迅速なサービス提供を実現する新アクセスシステム
アーキテクチャ（FASA）の取り組み

NTTアクセスサービスシステム研究所では，サービス事業者やエンド
ユーザからの多様な要求に対応し，迅速なサービス提供を実現する新アク
セスシステムアーキテクチャFASAについて，アーキテクチャの具体化，
部品化する機能のリストアップ，ユースケースとDBAを例とした共通API
規定の検討を行いました．本稿ではその解説書として作成した白書の概要
を紹介します．
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持しながら，サービスに応じて迅速か
つ経済的に必要な機能を実現します．
■FASAに基づくアクセスネット
ワーク装置の構成と検討対象
FASAによる部品化の概念と構成要

素を図 ₁ に示します．図に示すように，
FASAに基づくアクセスネットワーク
装置はFASAアプリケーション＊ 3 と
FASA基盤＊ 4から構成されます．
「FASAアプリケーション」は，サー

ビスあるいは事業者ごとに異なる機能
を抽象化し，汎用化した入出力インタ
フェース（FASAアプリケーション
API＊ 5 ）を用いて実現されるソフト
ウェア部品です．入出力インタフェー
スを汎用化することにより，機能の追
加や入替を容易にし，さまざまなサー
ビスを迅速に提供します．
「FASA基盤」は，FASAアプリケー

ションにFASAアプリケーションAPI
を提供するとともに，標準化されてい
るなどの理由で，サービスに応じた変
更が不要な機能を提供するアクセス
ネットワーク装置の基盤的構成要素
です．

今回の白書は，FASAアプリケー
ションとFASA基盤の間をつなぐ，汎
用インタフェースであるFASAアプリ
ケーションAPIの策定を対象としてい
ます．このFASAアプリケーション
APIは，P2PやPON（Passive Optical 
Net work）といったアクセス伝送方式
や，EPONやNGPON2といった準拠
する標準に依存せず，共通に用いられ
ます．
■FASAアプリーションで実現す
べき機能
白書では，アクセスネットワーク装

置の主要機能を整理し，FASAアプリ

ケーションで実現すべき機能を抽出し
ました（表）．表に示した機能のうち，
サービスあるいは事業者独自の要求を
満たすために変更または拡張が必要な
機能を，FASAアプリケーションで実
現すべき機能として分類し，標準化な
どで規定されているため変更および拡
張の余地が少ない機能はFASA基盤上
に実装される機能として分類しました．

例えば，DBA機能の「サービス要
求への対応」は，FASAアプリケーショ
ンとすべき機能であることを示してい
ます．サービスあるいは事業者ごとに
異なる要求として，例えば，低遅延性
と帯域利用効率性のどちらの品質を優
先するかのポリシーが挙げられます．
帯域割当のポリシーはサービスあるい
は事業者によって異なるため，FASA
アプリケーションとして実装されるべ
きです．ここでDBAは，ONU（Optical 
Net work Unit）からOLT（Optical Line 
Terminal）に向かう上り方向の上り帯
域（送信可能タイムスロット）を各
ONUに適応的に割り当てる処理であ
り，ONUからの申告に基づき帯域を割り
当てるSR（Status Reporting）DBAと，
ONUからの申告に基づかずに帯域を
割り当てるNSR（Non Status Re port
ing）DBAに分類できます．SRDBA
では，ONUの申告に基づき帯域利用

効率の高い割当が可能なため，FTTH
に多く利用されています．しかし，
ONUOLT間の制御信号の往復に時間
を要するため，MFH（Mobile Front 
Haul）などで低遅延性を優先する場合
は別のやり方が求められます．

ま た，DBA機 能 の「 標 準 準 拠 の
DBAフレーム処理」は，FASA基盤
として実現すべき機能であることを示
しています．ITUT G．₉8₉シリーズ
に準拠した40 Gbit/s級のアクセス
ネットワーク装置を実現するには，フ
レーム処理といった基本的な処理は標
準に従って実装される必要があり，こ
うした基本機能はサービスおよび事業
者によらず共通であるため，FASA基
盤上に実装されるべきです．
■FASAアプリケーションAPIの例
（DBA）
白書では，DBAを例にして想定さ

れるFASAのユースケースを抽出し，
各ユースケースを実現するために必要

＊3	 FASAアプリケーション：FASAアプリケー
ションAPIを備える入替可能なソフトウェア
部品．

＊4	 FASA基 盤：FASAアプリケーションに
FASAアプリケーションAPIを提供するとと
もに，標準化されているなどの理由で，サー
ビスおよび事業者の要求に応じた変更が不
要な機能を提供するアクセスネットワーク
装置の基盤的構成要素．

＊5	 FASAアプリケーションAPI：FASAアプリ
ケーションとFASA基盤を接続するAPI．

FASA
アプリケーション
APIセットFASA基盤

FASA
アプリケーション

…

…設定・
管理

マルチ
キャスト

ONU
登録認証

プロテク
ションDBA

OLT

ONUONUONU

OLT

図 ₁ 　FASAによる部品化の概念と構成要素
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な機能について，APIと機能ブロック
を整理したうえで，全ユースケースを
網羅できるようにAPIのセットを策定
しました．

今回の白書では，ユースケースとし

て，MFHやFTTHなどのマルチサー
ビスを，PONを用いて提供すること
を想定しています．例えば，MFHの
主信号に対する最大許容遅延は，
FTTHに比べ厳しく規定されていま

す．FASAでは，高効率をめざした
FTTH向けに開発された装置であって
も，DBAのFASAアプリケーション
の入替により，MFHの低遅延の要求
にこたえることができます．サービス
あるいは事業者の要求に応じたFASA
アプリケーションの入替を実現するた
めには，サービスおよび事業者で想定
されるユースケースを網羅したAPI
セットが必要です．

また，MFHの要求にこたえるDBAと
して，外部装置から帯域割当に必要な
情報を取得し，帯域を割り当てる光モ
バイル連携DBA（5）や，トラフィック統計
データおよびトラフィックパターンに基
づき帯域を割り当てるNSRDBAの適
用が考えられます．

これらのユースケースにおける
DBAのAPIと機能ブロックを図 2 に
示します．機能ブロックは方針決定部，
割当計算部，連携制御部，トラフィッ
クモニタ，申告処理部，およびgrant
処理部から構成されます．

ここで，FTTH向けSRDBAは，DBA
全体をFASAアプリケーションとして
実装する「DBA機能のフルソフト化」
に加え，従来のPONと同様な構成と
してDBAの一部（方式決定部）のみ
を実装する「DBA機能の一部ソフト
化」も想定しています．

これらのユースケースに対応するた
めに，FASAアプリケーションAPIと
して，トラフィック量取得，要求量取
得，割当量設定，送信開始時刻設定，
割当計算パラメータ取得，方針決定パ
ラメータ設定，および連携情報取得の
各APIを規定しました．

表　アクセスネットワーク装置の主要機能と実装分類

機能群 機能 FASAアプリケーションまたはFASA基盤
PON主信号処理機能 基本機能 基盤

PONアクセス制御機能

ONU登録 ・ 認証 アプリケーション

DBA
基盤
アプリケーション

DWA
基盤
アプリケーション

DoS対策 アプリケーション

L2主信号処理機能

SNIポート 基盤
ブリッジ機能 基盤
トラフィックモニタ 基盤

集線
基盤
アプリケーション

優先制御
基盤
アプリケーション

VLAN管理 アプリケーション

保守運用機能

保守運用フレーム処理 基盤
保守運用ポート ・ 監視制御ポート 基盤
SBI アプリケーション

設定
基盤
アプリケーション

管理 アプリケーション

監視制御
基盤
アプリケーション

試験 アプリケーション

PONマルチキャスト機能
IPマルチキャスト 基盤
フィルタ設定 アプリケーション
マルチキャストプロキシ アプリケーション

省電力制御機能
ONU省電力化

基盤
アプリケーション

OLT省電力化
基盤
アプリケーション

周波数 ・ 時刻同期機能 同期手段
基盤
アプリケーション

プロテクション機能 プロテクション
基盤
アプリケーション
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今後の展開

2016年 5 月31日に白書をFASAホー
ムページに公開するとともに，NTT
グループホームページ上のTOPICS
として白書の公開とパートナーの募集
を掲載し，英語版白書についても2016
年 6 月2₉日に公開（6）しました．

今後募集したパートナーと協調して，
アーキテクチャ，キャリア要求条件，
ユースケースとAPIを含めた仕様の具

体化，PoC（Proof of Con cept）･デモ
の検討を行い，201₇年 2 月を目途に
APIセットを完成させ公開をめざし
ます（図 ₃ ）．

■参考文献
（1） http://www.ntt.co.jp/irdoc/kaijishiryo/

pdf/2014/008.pdf
（2） http://www.ntt.co.jp/news2015/1502/15021₉a.

html
（3） http://www.ntt.co.jp/news2016/1602/160208a.

html
（4） http://www.ntt.co.jp/topics/fasa/index.html
（5） T. Tashiro, S. Kuwano, J. Terada, T. Kawamura, 

N. Tanaka, S. Shigematsu, and N. Yoshimoto:
“A Novel DBA Scheme for TDMPON 

based Mobile Fronthaul,”  OFC2014,  paper 
Tu3F.3,  San Francisco,  U.S.A., March 2014.

（6） http://www.ansl.ntt.co.jp/e/global/FASA/
index.html
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FASAアプリケーションAPIの普及促進を
図るためには，パートナーとの協調活動が
不可欠です．今後，パートナーと仕様の明
確化，試作，PoCに取り組んでいきます．
また，2017年2月を目途に，API仕様など
を確定版として公開します．

◆問い合わせ先
NTTアクセスサービスシステム研究所
 光アクセス基盤プロジェクト

TEL ₀₄₆-₈₅₉-₄₉₈₅
FAX ₀₄₆-₈₅₉-₅₅₁₃
E-mail　fasa-support lab.ntt.co.jp
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方針決定パラメータ要求量…トラフィック量…連携情報…DBA-API Get
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図 2 　各ユースケースにおけるDBAのAPIと機能ブロック図
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図 ₃ 　協調活動のイメージ


