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グローバルスタンダード最前線

光ネットワークは年々大容量・高

機能化していますが，その発展のた

めにはデータ通信の相互接続性が

保証されている必要があります．こ

こでは光伝送装置内の各種インタ

フェースの標準規格やプロトコルを

制定することで，相互運用可能な製

品とサービスの開発・展開を奨励し

ているOIFの標準化動向について述

べます．

OIF（The Optical Internetworking
Forum）は光技術を利用することで低
コストでスケーラブルな光ネットワーク
を育成するために1998年に創設された
業界団体です．世界中から，キャリ
ア，コンポーネントベンダ，システムベ
ンダ，測定器会社，ソフト会社など
130社以上が参加しているオープン
フォーラムで，データと光が共同して
いる世界で唯一の業界団体であること
が特徴です．本年６月にはNP F
（Network Processing Forum）と
合併し，さらに広範な分野をカバーす
るようになりました．

OIFでの検討結果はInplementation
Agreement（IA）として標準化資料
にしたり，白書としてまとめます．IA
を紙上のもので終わらせないために相
互接続の実験やデモンストレーション
などによる実証も行い，またOIFでの
決定事項をITU（In t e r n a t i o n a l
Telecommunication Union）など
他の標準化団体に提案することも行っ
ています．最近では本年の３月にアナ
ハイムで開催されたOFC 2006におい
て相互接続のデモンストレーションが
行われました．
OIFではこれまでに30件以上のIA，

十数件の白書を策定しており，このほ
かに，EE TimesやEDN，Light-
waveなどの業界紙に数十件の記事や
インタビューが掲載されています．検

討中のドラフトはメンバだけに公開し
ていますが，IAや白書，掲載記事な
どはすべてOIFのホームページ上で見
ることができます(1)．

OIFの組織構成は図のようになって
おり，技術的な内容を検討するテクニ
カルコミッティ（TC）と広報などを担当
するMarket Awareness & Education
コミッティ（MA&E）があります．TC
は物理的な接続に関して議論する
Physical Link Layer（PLL）系の
ワーキンググループ（WG）とネット
ワークやアーキテクチャに関して議論
するネットワーキング系のWGに分かれ
ています．NPFとの合併では，OIFの
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† この記事は筆者の視点からの記述であり，
OIFの公式な見解とは異なる場合があり
ます．
“This report solely represents author's view
and interpretation of the activities of this
meeting, which in some cases may differ from
the official position of the OIF.”

OIFの組織
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WGと重なる部分は統合し，新たにソ
フトウェア関連のWGが追加されます．
会議は四半期ごとに開催され，PLL
系とネットワーキング系の委員会がパ
ラレルセッションで進行します．現在
進行中のプロジェクトはPLL，ネット
ワーキング各々10件程度ありますが，
今回はPLL系WGの動向を中心に紹介
します．

チューナブルレーザに関して３つの
IAを策定してきており，今後2.2イン
チ×３インチの小型（SFF：Small
Form Factor）のトランスポンダとそ
れに適用できるチューナブルレーザが
必要になるであろうとの観点からITTA
（Integrable Tunable Transmitter
Assembly）-SFFの検討を行ってき
ました．検討結果は白書としてとりま
とめられ，今後の標準化や市場での
チューナブルレーザ，チューナブルトラ
ンスポンダの採用を推進する助けとな
ることが期待されています．またこの
検討結果を引き継いでITTA-MSA
（Multi Source Agreement）に関
するプロジェクトが開始されてい
ます．

CEI（Common Electrical Interface）

は従来のOIFのインタフェースである
SxI-5（System Interface Level 5），
SFI-4.2（Serdes Framer Interface
Lavel 4 Phase 2），SFI-5.1， SPI
（System Packet Interface）-5.1，
TFI（ TDM Fab r i c - t o - F r ame r
Interface）-5を含む，電気的特性と
ジッタを定義するIAです．現在CEI-2
のIAでは伝送速度として６Gbi t/s
（4.976～6+Gbi t/s）と11,Gbi t/s
（9.95～11+Gbit/s），伝送距離とし
てそれぞれにSR（Short Reach：プ
リント基板上で200,mm以内）とLR
（Long Reach：プリント基板上で
１m以内）が定義されています．
■StatEye 4の開発

StatEye(2)は伝送特性の解析などを
行うためのMATLAB＊１で動くオープ
ンソースのスクリプトで，StatEye４
はCEIのIAに基づいて特性解析を行う
ためにStatEye v2.1を基に作成されて
おり，WindowsとLinuxで動作しま
す．2006年度内には完成版が出るの
ではないかと思われます．
■CEI-２

PLL WGでは頻繁なIAのアップ
デートを避けるために改訂作業の手順
が定義されており，それに基づいて現
在CEI-2の改訂作業が行われていま
す．検討項目をリストアップし，それ
に対する検討を行ってIAに反映するか
否かを決め，新たな検討項目がなくな
ればIAへ反映して改訂版の策定を行

います．
改訂ではエディトリアルな修正，内

容をより明確にするための用語の置き
換えや定義の追加，技術的な内容の
再検討などが行われます.
■CEI-25G

CEI-25Gでは次世代に向けて伝送
レーン当り20～25,Gbit/sの伝送速度
を持つインタフェースの検討を行って
います．この速度において経済的な部
品を使用して１mの伝送距離を担保す
るために，バックプレーンの材料と構
造に関する検討や測定法に関する提案
など，基本的な内容の提案と検討が行
われています．

SFI - 5はSERDES（Se r i a l i z e r
Deser i a l i z e r）＊2デバイスや光モ
ジュールとフレーマ＊３や F E C
（Forward Error Collection）デバ
イスの間を40,Gbit/sでつなぐインタ
フェース規格で2.5,Gbit/sのライン16
本を使用します．その改訂版である
SFI-5.2では10,Gbit/sのライン４本
などを使って40,Gbit/sとします．技

＊1 MATLAB：データ解析，シミュレーション
等に使用される技術計算ソフトウェア．
http://www.mathworks.com/

＊2 SERDES：シリアル伝送ラインとパラレル
伝送ラインを変換する装置．

＊3 フレーマ：シリアルデータをフレーム化す
る装置．

CEI

チューナブルレーザ

SFI-5.2
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術的な検討に加えて，CEIのIAと不整
合が出た場合には，CEIのIAとの整合
性を取るべきか実装に合わせてIAを
改訂するかどうかの議論が行われて
います．
さらに高速のSFI-ｘの検討も始める
ことが決議され，具体的な提案が募集
されています．

現在10,Gbit/sでインライン増幅器
や分散補償デバイスを用いることなく
120,kmの伝送を行う方式が標準化
されています．これをさらに160,km以
上に伸ばすための検討が始められ，い
くつかの提案が出始めています．プロ
ジェクト化されるかどうかは今後の動
向を見る必要がありますが，OIFと
して160,km超のシステムに興味があ
ることは，機会があるごとに述べられ
ています．

NPFで以前から検討中のものに関し
ては，これをOIFの手続きに従って文
書化することが必要になります．一方，
新たに検討を始めるものに関しては，
統合まではNPFとの合同セッションと
いうかたちで開催しつつ，OIFの手順
で行います．

■SPI-S

SPI-S（Scalable Streaming Packet
Interface）は前者の例で，通常の作
業に加えて，用語をOIFで使用してい
る用語に修正するなど細かい作業も必
要になります．
■SLA

SLA（Serial Look-Aside）は後
者の例です．Loo k - A s i d eインタ
フェースはNPFで広く使用されて
い る NPE（ Network Processing
Elements）とメモリやコプロセッサな
どのLook-Asideデバイスとのインタ
フェースを規定するものですが，ピン
数が急激に増加しているため，シリア
ル伝送化が必須であるとの観点から
検討が提案されました．SLAはデータ
レーン当り10ないし80,Gbit/sの伝送
速度を持ち，データレーン数を増やす
ことで40～160,Gbit/sまでスケーラ
ブルに拡張できるシステムデザインを
目指しています．

OIFは，本年６月に東京で開催さ
れた iPOP2006や，９月に韓国で開
催されるAPOC2006で講演を行うな
ど，広報活動にも力を入れています．
その後も，ECOCにてブースやワーク
ショップを，GlobalCOMM 2007に
おいてもブースを開設して活動を広く
アピールしていく予定になっています．

今後NTTでは，ネットワーキングに
関しては相互接続実験への参加や
GMPLSの普及を目指していきます．
またPLLに関してはNTTが提唱した
デュオバイナリ符号の活用と，
40,Gbit/sおよびそれ以上の高速イン
タフェースの仕様動向に注意を払って
いきます．

■参考文献
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