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FASA

NTTの研究所は，光コラボレーショ
ンモデルを支えパートナー事業者との
協業によるさまざまな新サービスを迅
速に創出 ・ 提供する将来ネットワーク
の技術開発に関するコンセプトとし
て，NetroSphere構想を2015年 2 月に
発表しました（1）．本構想では，ネット
ワークを構成する機能をできる限り小
さい粒度の部品に分割し，それらを自
由に組み合わせることで必要な機能や
容量を柔軟に構成可能とすることをめ
ざします．アクセスシステムについて
も，柔軟なネットワークの実現のため
に，NetroSphere構想に基づいた技術
開発が必要となります．

一方，現状のアクセスシステムは，
提供するサービスに応じてシステム開
発を実施してきた背景があり，機能が
システムごと，ベンダごとにくくりつ
けられています．このため，機能変更
や機能追加が柔軟にできないという課
題があります．また，コアネットワー
クにおいては，汎用的なサーバやルー

タにおいてEthernet通信を利用する
ことが一般的になっているため，光伝
送にかかわる機能と，電気的なフレー
ム処理にかかわる機能を分離すること
が容易です．一方アクセスシステムに
おいては，Ethernetフレームだけでは
なく，EPON（Ethernet Passive Op
ti cal Network）フレーム，GEM（Ge
neric Encapsulation Method）フレー
ム，DSL（Digital Subscriber Line）
フレームなどのさまざまなフレーム形
式が伝送する距離や媒体，加入者の地
理的な密度などにより使い分けられて
おり，汎用的に扱える機能の領域がコ
アネットワークと異なることは明らか
です．

このような状況に即して，NTTの
研究所では，アクセスシステムにおい
てNetroSphere構想を実現するコンセ
プ ト と し て，2016年 2 月 にFASA

（Flex i ble Access System Architect
ure）を発表しました（2）．

FASAにおいても，NetroShpere構
想と同様にアクセスで提供する機能を
部品化し，それらの柔軟な組合せを可

能とします（図 １ ）．特長的な点は，
部品としてソフトウェアで構成する部
品（FASAアプリ）とハードウェアで
構成する部品（外付けハードウェアモ
ジュール）をその特質によって使い分
けるという点です．例えば，ソフトウェ
アでは帯域管理，保守機能（OAM：
Op er a tion，Administration and Main
te nance）やマルチキャスト処理など
を機能ごとにブロック化して実現しま
す．また，外付けハードウェアモジュー
ルでは，ワイヤレートでの高速な処理
が必要な光送受信部品や誤り訂正，暗
号化，フレーム処理などの機能を伝送
方式ごとにモジュールとして実現し，
物理的に差し替えることが可能な構成
を実現します．このような部品をPC
サーバ機などの汎用的なハードウェア
上で自由な組合せを可能とすること
で，NetroSphere構想がめざす以下の
ことを実現します．

①　迅速なサービス提供：必要な機
能をFASAアプリとしてシステム
に追加することにより，迅速な
サービス提供を可能とします．

FASA アクセスシステム 部品化

柔軟なアクセスシステムを実現するFASA（Flexible 
Access System Architecture）の取り組み

NTTの研究所はNetroSphere構想に基づくアクセスシステムの新たな
コンセプトとしてFASA（Flexible Access System Architecture）を2016
年 2 月に発表しました．本稿では，柔軟なアクセスシステムを実現す
るFASAの概要を説明するとともに， その適用例としてNTTの研究所が
研究開発を行っているモバイル基地局を収容する光アクセスシステム
を紹介します．
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②　OPEX（OPerating EXpense）
削減：予備品や保守作業を共通化
することにより，OPEXを削減し
ます．

③　CAPEX（CAPital EXpendi
ture）削減：共通化された汎用ハー
ドウェアでシステムを実現するこ
とで，CAPEXを削減します．

④　サービスの継続性：機能に依存
せず汎用ハードウェアのアップグ
レードや交換をすることで，継続
的な機能提供を可能とします．

なお，このような取り組みは，機能
に対する要望を出す通信事業者と，装
置やシステムの実装技術を保有してい

るメーカとの協調により技術開発を行
うことが必要です．NTTの研究所で
はFASAコンセプトの発表と同時に，
協業の呼びかけを行いました（2）,（3）．

FASAの技術ポイント

FASAの技術的なポイントは主に次
の 3 つです．以下の技術を順次実現す
ることにより，段階的にFASAの効用
を得ることを想定しています．
■機能の部品化と部品の組合せを
実現するインタフェース
機能の部品化と部品の組合せを実現

するインタフェースについては，どの
ような単位で機能を部品とするか，そ

れを組み合わせるためのインタフェー
ス規定であるFASA共通API（Appli
ca tion Programming Interface）を現
在，研究開発しています（図 ２ ）．機
能の動的な組合せを可能とする技術
や，各機能の処理の順番を柔軟に設
定 ・ 変更可能とする技術などが必要と
なります．機能に関しては，将来的に
は汎用的なサーバ上で動作させること
をめざしますが，直近の解としてメー
カのアプライアンス製品にFASA共通
APIを実装し，そのAPIを用いてソフ
トウェア機能部品を動作させる構成も
想定しています．この際に開発したソ
フトウェア機能部品は，将来汎用サー

図 1 　FASAコンセプトの概要

（a）　現状 （b）　FASA コンセプト
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バ化された場合にも使えることが特長
となります．つまり，一度開発した機
能は継続的に利用可能となります．ま
た，物理層などワイヤレートでの高速
処理が必要な機能のソフトウェア処理
は当面は技術ハードルが高いため，外
付けで取り換え可能なハードウェアモ
ジュールとして実現します．NTTの

研究所では，FASAを解説するホワイ
トペーパを発表し，FASA共通APIに
ついても案を提示しました（3）．
■機能部品のソフト化

現在，PCサーバ上でPONのOLTを
実装する研究を行っています（図 ３ ）．
ソフトウェアの高速化技術を用いて，
アクセスシステムに必要なネットワー

ク機能をOS（Operation System）上
のアプリケーションとして実現しまし
た．現状では，高速処理が必要な物理
層の機能は外付けハードウェアモ
ジュールで実現していますが，汎用的
なGPGPU（General Purpose Graph
ic Processing Unit）を用いて，誤り
訂正や暗号化といった物理層機能につ
いてもソフトウェアでの処理を実現
し，柔軟に変更可能な領域を拡大する
研究も行っています．
■機能部品のクラウド化

機能部品の中で，時々しか処理をし
ない機能や比較的低速な処理を行う機
能については，集約配備することで効
率的なシステムをめざします（図 ４ ）．
現在，Broadband ForumのCloud CO，
ON.LABのRCORDと い っ た プ ロ
ジェクトが行われており，SDN（Soft 
ware Defined Network）の概念を用い
て，アクセスシステムをコントローラ
で操作する研究や標準化を行っていま
す．これらは，アクセスシステムの柔
軟なコントロールや設定，管理をめざ
す取り組みです．一方FASAでは，こ
れまで説明したとおり高速な処理が必
要な機能を含め機能そのものを柔軟に
変更できるようにすることをめざして
おり，これらの取り組みと補完関係に
あると考えています．NTTの研究所
ではBroadband ForumでFASAに関す
るプロジェクト提案を行い，FASAの
標準化が開始されています．

アプリケーション層

ハードウェア層

MPCP等 BRG機能 OAM,
警報等

ソフトウェアスイッチ

OS・仮想化ミドルウェア層

PHY等 FEC，暗号化，
符号化等

図 3 　機能のソフト部品化によるVirtual-OLT
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FASAの適用

前述のとおり，FASAはアクセスシ
ステムの構成方法にかかわる技術で
す．具体的にこの技術を用いてどのよ
うなアクセスシステムを実現するのか
について，NTTの研究所で取り組ん
でいるシステムを例にFASAの適用例
を示します．

5Gモバイルではスモールセルが高
密度に配置されるといわれています．

このような地理的に高密度に配置さ
れる基地局を収容するためにはPON
が適しています（図 ５ ）．PONを使う
ことにより，従来のポイント ・ ポイン
トの構成と比較してファイバを有効
活用できるほか，局側装置のインタ
フェースの数を大幅に削減すること
が可能となり，省スペースや省電力に
寄与します．

NTTの研究所では，モバイルフロ
ントホール（MFH）にPONを適用可

能とするために，①MFHの帯域を削
減してパケット化する基地局の機能
配備技術，②PONで課題となる上り
通信の遅延を抜本的に削減するため
の光モバイル連携技術を研究開発し
ています．これらの技術でMFHをパ
ケット化することによりパケット多
重が可能となり，集線による効率的な
MFHネットワークを構築可能である
とともに，将来の基地局の仮想化にお
いて，基地局と張出基地局の接続関係
を動的に変更することが可能となる
と考えています．

一方，これらの技術は研究開発が進
行中であり，その動向や標準化の進展
に応じて，機能を迅速に修正し，シス
テムに反映する必要があります．この
ためには，機能を部品化するFASA構
成による実現が非常に適しています．
■基地局の機能配備技術

基地局の機能配備技術については，
従来のCPRI（Common Public Radio 
Interface）ベースの構成では，基地
局をRF（Radio Frequency）処理と
ベースバンド処理に分離していたため
に，無線容量の16倍の光伝送容量が必
要となっていました．これをそのまま
5Gに拡張すると，例えば10 Gbit/sの
無線容量を実現する場合には，160 
Gbit/sの通信速度が光アクセス区間に
必要となり，経済的ではありません．
これに対し，従来基地局で有していた
機能の一部を張出基地局側に適切に配
備することにより，複数の張出基地局
間の協調性能を従来と同等としなが

Open Flow
コントローラ

図 4 　FASAとCloud CO，R-CORD
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ら，光の伝送帯域を 5 分の 1 程度以下
に削減することが可能となります．ま
た 従 来 のCPRIで は， ユ ー ザ ト ラ
フィックの有無にかかわらず，常時固
定レートで光伝送を行いますが，本技
術ではユーザトラフィック発生時のみ
にパケットを転送すればよく，パケッ
ト多重が可能となります．このような
MFHのインタフェースについては
3GPP（3rd Generation Partnership 
Project）で標準化議論が開始されて
います．
■光モバイル連携技術

次に光モバイル連携技術について
説明します（図 ６ ）．PONでは帯域を
複数のONU（Optical Network Unit）
で共用する構成であることから，上り
通信の制御に動的帯域割当技術が用い
られています．動的な割当てにより帯
域利用効率を高くできる反面，割当制
御の遅延が発生するという課題があり
ます．通常のインターネットアクセス

などでは問題となる遅延量ではありま
せんが，低遅延をめざす5Gモバイル
の方向に逆行しています．これを解消
するために，モバイルシステムと
PONのスケジューラが連携すること
により，遅延を削減する技術を研究開
発しています．モバイルシステムは端
末の送信タイミングをスケジュールし
て無線干渉を発生させない送信タイミ
ングを端末に指示しています．この情
報をPONにも通知することにより，
PONは上り通信が発生するタイミン
グをあらかじめスケジュールすること
が可能となり，PON区間の帯域割当
制御にかかわる遅延をなくした転送が
可能となります．

本技術は，PONに関してITUTへ
標準化提案しており，基地局側の対応
についても広めていきたいと考えてい
ます．

次世代のMFHでは，張出基地局当
りの光の伝送帯域が実トラフィック量

に依存することになり，これらを収容
する光アクセスシステムにおいても，
柔軟な帯域の割当てが必要となりま
す．このために，TWDMPON（時間 ・
波長多重PON）であるNGPON2を適
用し，最大40 Gbit/sの高速通信を実
現するとともに，各張出基地局への帯
域および波長をユーザの利用状況に応
じて適切に配分することめざし，研究
開発を行っています．

今後の展開

NTTアクセスサービスシステム研
究所では，柔軟で経済的，継続的に利
用可能なアクセスシステムの実現を
めざし，FASAの技術確立と，標準化
を含めた技術の展開に取り組んでい
きます．
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図 6 　光システムとモバイルの連携技術
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