
ブロードバンドサービスの現状

近年，光ファイバを通じてさまざま
なブロードバンドサービスを提供する
動きが世界中に広がっています．特に
東アジアを中心として，光ファイバ網
への旺盛な投資は続いており，その結
果として，世界の光サービスの加入者
はここ数年で１億人を超えることが予
想されています．また，北米のケーブ
ルテレビ事業者が光ファイバを用いた
ブロードバンドアクセスシステムへの
投資計画を進めています．一方，世
界に先駆けて商用光サービスを提供し
てきた我が国では，光サービスの加入
者数はすでに2 000万を超え，世界
でもっとも広く普及している国の１つ
となっています．代表的なブロードバ
ンド光サービスの１つである映像配信
サービスは，地上波完全デジタル化や
インターネット対応TV（スマートTV）
の本格的普及を背景に，着実にユー
ザ数を増やしています．最近では，ス
マートフォンやタブレット端末の爆発
的普及によるモバイルサービスのブ
ロードバンド化によって，無線ネット

ワークの帯域不足が課題となりつつあ
り，それを補完する意味でも光アクセ
スネットワークの重要性がますます高
まっています．すなわち，光サービス
を支えるアクセスネットワークは，い
まや国民生活に不可欠な通信インフラ
と言っても過言ではありません．

次世代光アクセス
ネットワークの要求条件

よりよいブロードバンドサービスを
継続的に提供していくために，次世代
の光アクセスネットワークには以下の
ことが求められています．
（1） 大容量化
映像サービスにおける映像端末の

進化や視聴スタイルの多様化，さら
にはモバイルサービスのブロードバン
ド化などによって，既存のGE-PON
（ Gigabit Ethernet-Passive Opti-
cal Network）システムに対して，さ
らに帯域をアップグレードするニーズ
が増加することが予想されます．
（2） 低コスト化
多様化するサービスをタイムリに提

供するために，技術進歩への素早い対
応が必要となります．その際アクセス

系の設備量は膨大な数量となるので，
設備更改費用とその管理費の低コス
ト化は不可欠です．また，今後さら
にサービス提供エリアを拡大すると，
ユーザ密度が低下するため，ユーザ当
りのコストの増加が懸念されます．し
たがって，これを抑制することが必要
です．
（3） 省電力化
最近の社会的なニーズとして省電力
化があります．しかも光アクセスネッ
トワークでは，膨大な数量のONU
（Optical Network Unit）がある
ため，ネットワーク全体における電力
消費量は相対的に大きくなります．ま
た，今後の高速化に伴い，消費電力
の一層の増加が懸念されています．し
たがって，次世代の光アクセスネット
ワークでは，省電力化の機能を具備す
ることが極めて重要です．次世代シス
テムを導入するに際して，省電力化は
コストや性能と並ぶ新たな評価指標と
して注目を集めています．
（4） 高信頼化
昨年の東日本大震災以降，激甚災

害時においても，ネットワークがつな
がり続けることの重要性が再認識され

NTT技術ジャーナル 2012.334

NTTアクセスサービスシステム研究所では，次世代の光アクセスシステムの

研究開発に取り組んでいます．ここでは，光アクセスシステムに関する現状の

課題を示した後，それを解決する取り組みとして最新の標準化と研究開発の取

り組みを紹介します．なお，本記事は2011年11月30日に開催された「つくば

フォーラム2011」ワークショップの講演を基に執筆したものです．

新たな時代を拓く
光アクセスシステムの研究開発
よしもと　な お と

吉本 直人
NTTアクセスサービスシステム研究所　プロジェクトマネージャ



ています．例えば，被災しても速やか
に回復する仕組みや，電力供給が途
絶えても，最低限の電力で通信機能
を維持する仕組みなどが重要視されて
います．

次世代光アクセス
ネットワーク技術の最新動向

前述の要求を受けて，NTTアクセ
スサービスシステム研究所（AS研）で
は次世代PONシステムの標準化にも
積極的に取り組んできました．
■次世代PONの標準化動向

大容量化のニーズを受けて，IEEE
では，現在我が国で広く導入されてい
るGE-PONの後継システムとして伝
送容量を10倍にした10G - EPON
（IEEE802.3av）の標準化はすでに完
了されています（図１）．現在は，シ
ステムレベルの相互接続性を規定す
る標準化としてI E E E P 1 9 0 4 . 1
（ SIEPON: System Interoperabil-
ity EPON）が審議中で，2013年の
２月ごろに標準化完了予定となってい
ます．一方，ITU-T（International
Telecommunication Union-Tele-
communication Standardization
Sector）では，10G級のPONシステ
ムとして，XG-PON（10G-PON）

が標準化済み（下り10G，上り2.5G）
です．現在では，FSAN（Full Ser-
vice Access Network）で 2015年
以降をターゲットとした次世代システ
ムを拡張する要求条件を整理してお
り，2012年のITU-T会合に提案され
る予定となっています．
■10G-EPONの研究開発

10G-PONは，GE-PONから段階
的にサービス移行できるように，
1G/10G Dual-rate-OLT（ Optical
Line Terminal）により，新規の
10G-ONUと既存のONUとの同一ス
プリッタ上での混在収容が可能となっ
ています（図２）．

次に，10G-EPONの特徴を活かし
た導入形態の可能性を紹介します．
（1） 多分岐化を実現する
10G-EPON

10G-EPONは，その大容量性から
多分岐化に適しているといえます．多
分岐化による“割り勘効果”によっ
て，ユーザ当りのコストを低減化する
ことが期待されています．さらに，多
分岐化によるOLTの集約，集線L2-
SWのポート数集約などによって省電
力化や省スペース化にも寄与すること
ができます．ただし，分岐数を増やす
ことによって，光の分岐損失も増大し
ますので，経済的に光損失を補償する
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必要性があります．IEEEでは，Loss
Budget拡大化に関する SG（Study
Group）が設立され，標準化が開始
される予定です．
また，AS研では，伝送距離を大幅

に拡大することによって，ビル集約に
よる抜本的なコスト低減，省電力化
を実現可能とするため，光増幅技術
を活用したPON中継器の研究開発を
進めています．これまでの光増幅器は，
アクセス系特有の間欠的（バースト
的）な光の入力信号に対して信号劣
化が生じてしまい，その設置場所に著
しい制限がありました．しかし私たち
が新たに開発した高速光レベル制御
（ALC: Auto Level Control）機能
内蔵のPON中継器によって，信号波
形劣化の問題を改善し設置場所の自
由度を拡大し，保守運用性の向上を
図ることが可能となりました．併せて，
ルーラルエリアにおいては，局外設置
も可能な耐環境性を向上させたPON
中継器の開発を行っています．
（2） 省電力を実現する10G-EPON
既存GE-PONならびに10G-EPON

のO N U を省 電 力 化 するため，
IEEEP1904.1では，ONUへのスリー
プモードの導入を策定中です．AS研
では，大きな消費電力が課題であった
10G-EPONに効果的なさまざまなス
リープ方式の検討を行ってきました．
現在では，ONUスリープ機能導入に
よるサービス品質への影響と省電力効
果との関係を定量的に評価するととも
に，ホームゲートウェイ（HGW）と
の連携動作による，さらなる省電力化
の取り組みや部品レベルの抜本的省電
力化の検討なども併せて進めています．
（3） 同期機能を具備した10G-EPON
AS研では，10G-EPONの新たな適
用例として，大容量で低コストなモ
バイルバックホールネットワークに注
目しています．将来のモバイルシステ
ム（LTE-Advancedなど）において，

周波数・時刻同期機能の必要性を考
慮し，シンクロナスイーサネットや
IEEE1588v2（PTP）を適用してい
ます．
現在，10G-EPONはSoC（Sys-

tem on Chip） 内 蔵 OLTお よ び
ONUによるシステムデモンストレーシ
ョンを通じて，1Gと10Gが混在した
場合の，効率的かつ公平な動的帯域
制御技術（DBA: Dynamic Band-
width Assignment）や，省電力技
術，広域・多分岐技術の効果検証が
進められています．

将来に向けた光アクセス
ネットワークの展開

最後に，将来に向けた光アクセス
ネットワークの研究開発の方向性につ
いて紹介します（図３）．
（1） 広域・大容量化
10G 超の高速・大容量化を考慮し

た場合，LSI技術の経済性・省電力
化等の制約より，これまでの時分割多
重（TDMA: Time Division Multi-
ple Access）技術には限界がありま
す．そこで，AS研では波長多重技術
などフォトニック技術を組み合わせて
活用することで，伝送容量を需要に合

わせて柔軟に拡張できる，新たな大容
量・広域PONシステムを検討してい
ます（図４）．ここでは，時間軸での
動的帯域割当に加え，波長軸での動
的波長帯域割当（DWBA: Dynamic
Wavelength and Bandwidth As-
signment）技術への拡張によって，
より柔軟な帯域割当が可能となりま
す．将来的には，フォトニック技術を
集線・振り分け機能（フォトニックア
グリゲーション技術)にも一部拡張す
ることによって，より柔軟でかつ省電
力な広域・多分岐光アクセスネット
ワークの実現が期待されています．
さらに，今後の多様なニーズに柔軟

に即応するため，デジタル信号処理技
術を駆使し，ソフトウェアによるアクセ
スシステムの適応性の向上に関する検
討も進めています．
（2） 局在・多分岐化
将来，モバイルサービスの高速化が
進展すると，多数の基地局・張出局
が必要となるため，その間を結ぶ高
速・低遅延の伝送路として大容量・
多分岐光アクセスネットワーク技術の
活用が期待されています．一例として，
波長多重PON（WDM-PON: Wave-
length Division Multiplexing-
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PON）技術を用いることにより，波
長単位の大容量性（10G/波長）や
波長ルーティングによる低遅延な閉域
ネットワーキング，波長を用いた冗長
構成と高速切替えなどが検討されてい
ます（図５）．
これと同時に，適応変調技術など無

線伝送で培われた技術の光アクセス技
術への応用も大いに期待されています．

お わ り に

光アクセスサービスの多様化と，省
電力化や高信頼化などの社会的要請
を背景に活発化する次世代光アクセス
に関する標準化，ならびに研究開発動
向について紹介しました．10G-EPON
については，今後の需要動向に応じて
さまざまな観点からその適用が考えら
れています．

◆問い合わせ先
NTTアクセスサービスシステム研究所
光アクセスシステムプロジェクト
TEL 046-859-4920
FAX 046-859-5513
E-mail yoshimoto.naoto lab.ntt.co.jp
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