招待論文
エラスティシティと空間並列性を光ネットワークに導入するための
ネットワーク・ノードアーキテクチャ
神野

正彦† a)

Network and Node Architectures for Introducing Elasticity and Spatial Parallelism
into Optical Networks
Masahiko JINNO†a)

あらまし デジタルコヒーレント技術の出現は，高度な変復調とディジタル信号処理を駆使した新しい光通信
システム時代の幕開けであるとともに，それまでは実効上無限とも思われていた既存の単一モードファイバの伝
送容量に物理的な限界が存在することを多くの研究者に意識させた．エラスティック光ネットワークと空間分割
多重は，この問題意識に基づき開始された研究分野である．本論文では，EON のコンセプトと実現技術，標準
化動向をレビューするとともに，これまでの多重化技術と光ネットワーク技術の発展の歴史に基づいて SDM 時
代における光ネットワークについて議論し，空間チャネルを主要なルーティング単位とする空間チャネルネット
ワーク（SCN）を紹介する．
キーワード 波長分割多重，エラスティック光ネットワーク，ディジタルコヒーレント伝送，帯域可変 ROADM，
空間分割多重，空間チャネルネットワーク，空間チャネルクロスコネクト

Telecommunication Standardization Sector) で標準

1. ま え が き

化され，フレーミング機能と，多重化機能，クロスコ

伝送技術の歴史は多重化技術の発展の歴史でもあり，

ネクト機能を担った．更に，光伝送システムに WDM

光ファイバ伝送もその例外ではない．初期の光伝送

技術が導入されると，SDH が担ってきたフレーミング

システムでは時分割多重（Time Division Multiplex-

機能は，新たな多重化単位である波長信号を管理する

ing: TDM）技術が採用され，その後，広波長域のエル

ため定義された光転送網（OTN: Optical Transport

ビウム添加光ファイバ増幅器（Erbium Doped Fiber

Network）が担った．また，新たな多重化単位である

Ampliﬁer: EDFA）の出現に伴い，波長分割多重方

波長信号を，電気信号に変換することなく，光のまま

式（Wavelength Division Multiplexing: WDM）が

でクロスコネクトする OADM（Optical Add Drop

実用化された．新しい多重化技術が生み出されると，

Multiplexer）が導入され，ビット当たりの転送コス

多重化単位でスイッチングするクロスコネクト機能と，

トの削減に大きく寄与した．その後の大容量化を担っ

多重化単位を管理する多重化レイヤが定義されてきた．

た多重化技術は，直交多重（Quadrature Multiplex-

具体的には，初期の TDM 光伝送システムでは，同期

ing，あるいは直交振幅変調 Quadrature Amplitude

ディジタルハイアラーキー（SDH: Synchronous Dig-

Modulation: QAM）技術と偏波多重（Polarization

ital Hierarchy）が国際電気通信連合電気通信標準化部

Multiplexing: PM）技術である．これらは，光波の

門 (ITU-T: International Telecommunication Union

振幅（光強度）情報だけでなく，位相情報も利用する
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Fig. 1

図 1 多重化技術と光ネットワークの発展（TDM から WDM へ）
Multiplexing technologies and optical network evolution from TDM to
WDM.

の大幅な増加は望めない．したがって，ディジタルコ

本論文の構成は次のとおりである．まず 2. で光伝

ヒーレント光伝送技術の出現は，高度な変復調とディ

送における多重化技術とスイッチング技術の発展の歴

ジタル信号処理を駆使した新しい光通信システム時代

史を振り返り，新しい多重化技術が，多重化単位でス

の幕開けであったが，同時に既存の単一モードファイ

イッチングするクロスコネクト機能と多重化単位を管

バ（SMF: Single Mode Fiber）の物理限界を顕在化

理する多重化レイヤを必要としてきたことを示す．次

させる出来事でもあった．一方，ビジネス面では，通

に 3. で，ポスト WDM 時代に向けた具体的な課題を

信事業者の収入が伸び悩む中，収入の増加が右肩上

示し，続く 4. において，短中期的なソリューションと

がりから，次第に横這いになる一方で，設備投資額だ

しての EON のコンセプトと実現技術，得られる利益，

けが年々増加するという厳しい状況が続き，既設の光

標準化動向を述べる．更に 5. において，SDM ファイ

ファイバインフラをできるだけ有効に利用するための

バと SDM 用光スイッチの研究開発状況をレビューし，

技術革新への期待が高まった．

6. において，IT 業界の最新トレンドと中期予測に基づ

このような問題意識の下で，研究が開始されたの

き，SDM 時代における光ネットワークとして，SCN

が，本論文のテーマであるエラスティック光ネットワー

アーキテクチャを示し，その利点と SCN を構成する

ク（Elastic Optical Network: EON）[2] 技術と空間

階層化光ノード技術について議論する．

分割多重（Spatial Division Multiplexing: SDM）[3]
技術である．前者は既設の SMF 資源を最大限に使い
尽くすことを目的とした短中期的アプローチであり，

WDM ネットワークをディジタルコヒーレント時代に

2. 光伝送における多重化技術とスイッチン
グ技術の発展
2. 1 初期の光伝送システム

相応しいものに再定義することにチャレンジした取り

1980 年代初頭に初めて商用導入された光ファイバ

組みである．一方，後者は SMF に代わる新構造の光

通信システムは，ファイバ当たり 100 Mb/s の伝送容

ファイバの開発を志向した長期的アプローチである．

量を提供したが，これは TDM 技術をベースとした

本論文では，EON のコンセプト提案から 10 年目を迎

光強度変調信号をフォトダイオードで直接電気信号

えるにあたり，EON の当初のモチベーションと実用

に変換する，強度変調直接検波（IM-DD: Intensity

化動向，標準化動向，拡張技術についてレビューする

Modulation, Direct Detection）方式により実現され

とともに，SDM 時代にふさわしい光ネットワーク・

ている．その後，電子デバイスと光デバイスの高速化

ノードアーキテクチャについて考察する．特に後者に

における技術革新により，1996 年にはファイバ当た

おいては，光ネットワーク発展の歴史と最新 IT 技術

り 10 Gb/s の光通信システムが実用化された．この時

のトレンドを踏まえ，現在の研究の主流である WDM

代，クライアントレイヤと光レイヤのインタフェース

と SDM が混在するネットワーク・ノードアーキテク

（IF）の機能を担ったのが SDH 技術であり，SDH は

チャではなく，両レイヤを明確に分離した階層化ネッ

クライアント信号を SDH フレームにマッピングする

トワーク・ノードアーキテクチャの重要性について議

だけでなく，高次フレームに多重化された低次フレー

論し，その具体的なアーキテクチャとして，筆者が最

ムを SDH クロスコネクト（XC: Cross-Connect）で

近提案した空間チャネルネットワーク（SCN: Spatial

スイッチングする機能も担った（図 1 (a)）．

Channel Network）アーキテクチャ [4] を紹介するこ

2. 2 波長多重技術の導入

ととしたい．

一方，光ファイバの超広帯域性に着目した光周波
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数分割多重方式（Optical Frequency Division Multi-

トごとにスイッチングした後，再び光信号に変換する

plexing: Optical FDM）の研究は，早くも 1980 年代

必要があり，波長多重数の増大に伴い，高価なトラン

後半に開始され [5]，その後，広い波長域に利得を有す

スポンダが大量に必要になった．また，2 地点間に光

る EDFA の実用化を経て，WDM として 1990 年代

チャネルの容量と同等のトラヒック需要がある場合で

末に大きく開花し，その後の光ファイバ通信システム

も，ODU-XC あるいは IP ルータを経由する必要が

の大容量化を牽引した．また，SDH が担ってきたフ

あった．

レーミングとクロスコネクトの機能は，新たな多重化

この問題を解決するために採用されたのが，早くも

単位である波長信号を管理するため定義された OTN

1980 年代末に研究が着手された OADM [8] である．

に取って代わられた（図 1 (b)）．WDM 方式は，TDM

OADM は，EDFA の広波長域増幅特性の恩恵を最大

方式に必須の光電子デバイスの高速化と高精度の同期

限に享受して，新たな多重化単位である光チャネル

を必要とせず，光フィルタを用いることで，多数の光

を，電気信号に変換することなく，光のままでクロス

チャネルを電気に変換することなく，光領域で容易に

コネクトすることを可能にし，WDM 時代の伝送ノー

多重分離が可能であるという特長を有する．OTN で

ドの経済化に大きく貢献した．このような伝送ノー

は WDM レイヤの管理情報を運ぶオーバーヘッド部

ドの方式を，従来の電気スイッチを光スイッチでバイ

と前方誤り訂正（FEC: Forward Error Correction）

パスすることから光バイパス（Optical Bypass）と呼

用の冗長データ部でペイロードを包み込む，新しい転

び，電気スイッチをバイパスする大容量パスを光パス

送フレーム OTU（Optical-channel Transport Unit）

（Optical Path，ITU-T 勧告では光チャネル Optical

が新たに採用された．論理的な OTU フレームに波長

Channel）と呼ぶ [9]〜[12]．

多重における識別子としての波長を割り当てたものを

なお，光バイパス用の光ノードアーキテクチャと

OCh（Optical Channel）と呼ぶ．OTU フレームは

しては，当初，AWG（Arrayed Waveguide Grating）

クロスコネクト単位である LO-ODU（Lower Order

と呼ばれる波長合分波器と 2 × 2 光スイッチアレーから

Optical-channel Data Unit）が複数多重化されて構

なる Reconﬁgurable OADM（ROADM）が用いられ

成される．

た．この構成は，MEMS（Micro Electro Mechanical

なお，我が国で広く敷設されている分散シフトフ

System）光スイッチと空間光学系を用いた波長選択ス

ァイバ（Dispersion Shifted Fiber: DSF）を用いて

イッチ（WSS: Wavelength Selective Switch）を基本

1.55 μm 帯で WDM 伝送を行うと，DSF の低波長分

構成要素とした Multi-Degree ROADM に置き換えら

散性が災いして四光波混合が強く誘起され，伝送特性

れていった．

が著しく劣化する [6]．後に L バンドと呼ばれることに

従来の WDM（Point-to-point）伝送システムでは

なる 1.58 μm 帯における光増幅・伝送技術により，こ

収容する各光チャネルのビットレートは同一であり，

の問題が解決されるとともに，通常の SMF において

伝送距離も同一である．また，各光チャネルは同一

は，従来の 1.55 μm 帯（C バンド）と 1.58 μm 帯（L

世代の技術を用いて変復調されるのが一般的である．

バンド）を併用することで伝送容量を倍増させるとい

例えば，10 Gb/s の強度変調信号と 40 Gb/s DQPSK

うオプションを提供可能になった [7]．

（Diﬀerential Quadrature Phase Shift Keying）信号

2. 3 波長単位のクロスコネクトの導入

が同一伝送システムに混在収容されることは稀であ

WDM が 光 ネット ワ ー ク に 導 入 さ れ た 初 期 は ，

る．各光チャネルの中心周波数は，ITU-T が 2005 年

図 1 (b) に示すように，リンクにのみ WDM 技術が

に標準化した G.694.1 勧告にて規定される（固定）光

導入される一方で，ノードは，WDM の多重化単位

周波数グリッド上に配置される．周波数グリッドは，

である光チャネル単位でスイッチングされるのではな

193.1 + n × Δf (THz) で表され，n は 0 を含む正負

く，光チャネルを構成する LO-ODU 単位でクロスコ

の整数，Δf は 0.0125，0.025，0.05，並びに 0.1 の自

ネクトを行う ODU-XC あるいは，ODU のペイロー

然数倍から選択することができ，それぞれ 12.5 GHz，

ドに格納された IP パケット単位でルーティングを行

25 GHz，50 GHz，並びに 100 GHz の自然数倍の周波

う IP ルータで構成された．このような構成では，光

数間隔に相当する．

チャネルをノードごとにトランスポンダを用いて光信

一方，光バイパスを採用する従来の WDM 光ネッ

号から電気信号に変換し，LO-ODU あるいはパケッ

トワークにおいても，収容する各光チャネルのビット
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レートは同一であり，それらは前述の固定光周波数グ

伝送でき，シンボルレートを増加することなく（した

リッド上に配置される．しかし，光チャネルの送信元

がって専有スペクトル幅を増やすことなく），光チャネ

ノードと宛先ノードのペアは光チャネルごとに異なる

ルのビットレートを向上できる．ただし，M-QAM 信

ので，光チャネルごとに伝送距離は異なる．

2. 4 ディジタルコヒーレント技術

号が受信端で必要とする OSNR は，QPSK（M = 4）
に必要とされる OSNR の (M − 1)/3 倍となること

その後の大容量化を担った多重化技術は，直交多重

が知られており [19]，多中継伝送システムにおける伝

技術と偏波多重技術である．光波の振幅（光強度）情報

送可能スパン数は，3/(M − 1) 倍に減少する．例え

だけでなく，位相情報も利用するコヒーレント光伝送

ば，8QAM は QPSK の 43%，16QAM は QPSK の

技術は，Optical FDM 技術の研究と同じく 1980 年代

20%のスパン数に留まる．

に始まり [13]〜[16]，EDFA の実用化に伴い，いった
ん，研究の表舞台から姿を消した．しかし，ホモダイ

3. 光ネットワーク研究が直面する課題

ン検波における信号光と局部発振光の位相同期の困難

このように長いスパンで光通信技術の発展の歴史を

さをディジタル搬送波位相推定で克服する技術が 2005

振り返ると，今日の光ネットワークを支える WDM 技

年に提案され [17]，LSI 技術の進展を追い風に 2010

術，ROADM 技術，並びにディジタルコヒーレント技

年代始めに 100 Gb/s DP-QPSK（Dual-Polarization

術が，当時主流であった IM-DD 方式を凌駕する新し

Quadrature Phase Shift Keying）ディジタルコヒー

い光通信技術を開拓すべく，1980 年代から 1990 年代

レント伝送方式として実用化された．ディジタルコ

にかけて精力的に研究に取り組んだ多く先達の努力が

ヒーレント技術の出現により，偏波モード分散による

形を変えて結実したことがわかり，興味深いのではな

伝送距離制限の問題が解決されただけでなく，偏波多

いだろうか．また，新しい多重化技術が生み出される

重による伝送容量の倍増が可能になった．100 Gb/s

と，多重化単位でスイッチングするクロスコネクト機

DP-QPSK WDM 方式においては，50 GHz グリッ

能と，多重化単位を管理する多重化レイヤが定義され

ド上に偏波多重されたシンボルレート 32 GBaud の

てきた歴史を再認識することができる．

QPSK 光信号が 80〜96 チャネル程度配置され，ペイ

デジタルコヒーレント技術の出現は，高度な変復調

ロード信号の周波数利用効率として 2 bit/s/Hz が達

とディジタル信号処理を駆使した新しい光通信シス

成されている．
ディジタルコヒーレント技術の進展は，強度だけで

テム時代の到来であったが，直交多重や偏波多重は，

TDM や WDM のような従来の多重化技術と異なり，

なく振幅や位相といった光波の電界の情報の操作や

実現可能な多重数は，それぞれ 2 である．既に述べ

観測を可能にした．これにより可能となった技術の一

たように，振幅軸の多値化による多重数の増加は伝送

つに，ディジタル領域におけるスペクトル狭窄化があ

距離とトレードオフのため，闇雲に増やすことはでき

る．シンボルレートが T Baud のパルス列において，

ない．したがって，ディジタルコヒーレント技術の実

判定点における符号間干渉を零にするために必要な最

現は，それまでは実効上無限とも思われていた既存の

小のスペクトル幅は 1/T Hz である（Nyquist 基準）

SMF の伝送容量に物理的な限界が存在し，それが既

ので，偏波多重されたシンボルレート 32 GBaud の

に視野に入ってきたことを多くの研究者に意識させた

100 Gb/s QPSK 光信号のスペクトル幅は 32 GHz 程

出来事でもあった．2009 年 9 月に開催された欧州光通

度まで削減できる．シンボルレート程度までスペクト

信会議（European Conference on Optical Commu-

ル狭窄した光サブチャネルをシンボルレート程度の周

nications, ECOC 2009）において，A. Chralyvy は

波数間隔で隣接配置して構成した光信号は，Nyquist

“The Coming Capacity Crunch” と題した基調講演

WDM スーパーチャンネル [18] と呼ばれ，電気回路的

を行い，最近報告された複数の大容量光ファイバ伝送

速度制約を被ることなく周波数利用効率に優れた超大

実験において，周波数利用効率が非線形 Shannon 限

容量光チャネルを生成することを可能とした．

界の 1/3 から 1/2 に迫っていることを指摘し，イン

ディジタルコヒーレント技術が可能としたもう一

ターネットトラヒックの指数関数的な増加が今後も予

つの技術が直交多重技術である．M 値直交変調（M-

想される中，将来，光ネットワークの容量不足に陥る

QAM: M-ary Quadrature Amplitude Modulation）

恐れがあるとの懸念を表明した [20]．

を施した光信号は，シンボル当たり log2 M ビットを
894

一方，ビジネス面では，WDM 技術によるビット当

招待論文／エラスティシティと空間並列性を光ネットワークに導入するためのネットワーク・ノードアーキテクチャ

たりの伝送コストの低廉化は，テキストや静止画の配

ネル，あるいは 64-Gbaud ベースの 2 サブチャネルか

信のみならず，音楽や動画のストリーミング配信など

らなる Nyquist WDM スーパーチャンネルにより実

のマルチメディアサービスの普及を促した．更に 2007

現されると想定される）．しかし，図 2 (b) に示すよう

年のスマートフォンの出現により，時と場所を選ばず

に，このスーパーチャンネルのスペクトルは少なくと

様々なアプリケーションを利用できる環境が整い，更

も 128 GHz を専有するため，従来の 100 GHz グリッ

なる通信トラヒックの伸びが見込まれた．ユーザの通

ドには収まらない．一方で，200 GHz グリッドでは，

信サービスへの支出可能額には明らかに上限が存在す

狭帯域の Nyquist WDM スーパーチャンネルを採用

るので，通信事業者は，収入の増加が右肩上がりから，

するにもかかわらず，従来の 50 GHz グリッドに収容

次第に横這いになる一方で，設備投資額だけが年々増

した 100 Gb/s DP-QPSK 信号の 4 チャネル分と同じ

加するという厳しい状況に直面した．このため，既設

スペクトル幅を必要とし，世代が進んだ光チャネルに

の光ファイバインフラをできるだけ有効に利用するた

もかかわらず，周波数利用効率が向上しない．これは，

めの技術革新への期待が高まった．

400 Gb/s の次の世代の光チャネルの収容においても，

このような既存の SMF にまつわる技術的な状況と
問題意識の下で研究が開始された EON 技術 [2], [21]〜

従来の ITU-T 周波数グリッドを使用する限り，起こ
り得る問題である．

[23] は既設の SMF 資源を最大限に使い尽くすことを

(2) ビットレート混在時の効率的収容の課題

志向したネットワーク的なアプローチである．一方，

ディジタルコヒーレント技術は，光波の振幅と位

SMF に代わる新構造の光ファイバの開発を志向した

相，偏波を制御・観測することを可能にし，光の物理

SDM 技術 [3] は，当初はポイント・ツー・ポイント的

的特性を最大限利用した，ある意味では究極の技術で

アプローチであったが，基本技術，周辺技術の進展に

ある．したがって，今後，光チャネルの大容量化が進

伴い，ネットワーク的な検討がなされるようになって

んでも，光送受信器の基本構成に大きな変化はないと

きている．以降では，これまでの議論を踏まえ，ディ

考えられる．また，Nyquist WDM 技術により，電気

ジタルコヒーレント時代において WDM ネットワーク

領域の多重を介さずとも光領域で周波数利用効率の

の再定義を志向する EON と，SDM 時代にふさわしい

高い多重が可能になることが期待される（注 1）．このた

ネットワークアーキテクチャとしての SCN（Spatial

め，将来の光通信システムにおいては，チャネル容量

Channel Network）[4] を議論する．

が異なる光チャネルを混在収容する要求が高まると考

4. 中期的ソリューションとしての EON
技術

えられる．しかし，図 2 (c) に示すように，従来の等
間隔の ITU-T 周波数グリッドでは，小容量光チャネ
ルの収容時に未使用スペクトルが発生する．同図では，

4. 1 EON 研究の当初のモチベーション

400 Gb/s と 100 Gb/s の DP-QPSK 信号を 200 GHz

EON の研究が開始された当初のモチベーションは，

グリッドに混在収容する場合が例示されている．混在

ディジタルコヒーレント技術とこれと同時期に商用的

収容する光チャネルは，100 Gb/s に限らず，200 Gb/s

に入手可能となった帯域可変 WSS 技術を用いて，光

や 300 Gb/s の場合もあり得る．

周波数利用効率に関する以下の諸課題を解決すること
であった．

(1) 次世代大容量光チャネルの効率的収容の課題

(3) ネットワークにおける短距離光チャネルの効率
的収容の課題
複数のノードの中で特定のノードの間を光ファイバ

100 Gb/s の次の世代の大容量光チャネルのペイロー

で接続して構成される光ネットワークにおいては，送

ドビットレートとして例えば 400 Gb/s を考えた場合，

信ノードと受信ノードのペアごとにノード間の転送距

この光チャネルが，100 Gb/s DP-QPSK 信号と同様
の比率の管理・冗長ビットをもつと仮定すると，将来
の 400 Gb/s DP-QPSK 光チャネルに必要な最小光ス
ペクトル幅は 128 GHz（4 × 32 GHz）になる（近年の
シンボルレートの増加のペースは年率 10%前後と低
いので，この光チャネルは，32-Gbaud ベースの 4 サ
ブチャネルからなる Nyquist WDM スーパーチャン

（注 1）
：これまで，例えば，10 Gb/sWDM システムから 40 Gb/sWDM
システムに伝送システムの世代が進んだ理由は，40 Gb/sWDM システ
ムの方が高い周波数利用効率（同じ 50 GHz グリッド上で 4 倍のビット
レートの光信号を伝送）を得られるので，電気スイッチで 10 Gb/s 信
号を 4 多重して 40 Gb/s 電気信号を生成し，その後，40 Gb/sWDM
システムで収容することが合理的だったからである．今後は Nyquist
WDM 技術により，理論限界に近い周波数利用効率の光信号を光領域で
多重することができるようになるため，電気スイッチで多重化すること
の重要性が低くなると考えられる．
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図 2 従来光ネットワークにおける周波数利用効率の低下と EON による解決
Fig. 2 Ineﬃciency in spectral resource allocation in conventional ﬁxed ITU-T
DWDM frequency grid and spectral eﬃciency improvement by employing
ﬂexible grid concept.

離は異なる．従来のネットワーク伝送設計においては，

源の細分化と統合化を可能とする物理的な機構が必

受信端において最悪の OSNR となる光チャネル（通常

要になる．EON において採用される光ファイバ中の

は最長距離を伝送する光チャネル）においても所定の

スペクトル資源の仮想化を可能にする技術が，LCoS

ビット誤り率以下の伝送性能が得られるように設計さ

（Liquid Crystal on Silicon）空間変調器をベースにし

れる．これは，最長距離の光チャネル以外のほとんど

た帯域可変（BV: Bandwidth Variable）WSS [24] と，

の光チャネルに対しては，過剰に OSNR マージンが

Nyquist WDM スーパーチャンネルである [18], [25]．

割り当てられていることを意味しており，ネットワー

なお，スーパーチャンネルは，物理的に並列配置され

ク資源が有効に利用されているとは言い難い．

た複数のサブトランシーバから発生されるが，このよ

4. 2 EON のコンセプト

うなスーパーチャンネルトランシーバの構成を利用す

EON の基本コンセプトは，エラスティシティ（弾

れば，ファイバ中のスペクトル資源に加えて，トラン

性）と適応設計・制御を光ネットワークへ導入するこ

スポンダやリジェネレータなどのハードウェア資源を

とである．これは，別の側面から見ると光ネットワー

仮想化することも可能になる．

ク資源（スペクトル資源とトランシーバ資源）の仮想

このような光ネットワーク資源の仮想化技術により，

化と捉えることもできる [23]．仮想化とは，サーバー

EON においては，(1) 光信号が有するスペクトル幅に

やストレージにおいて，物理的な資源（CPU やメモ

応じて必要かつ十分な光周波数スロットを割り当てる

リ，ハードディスクなど）を細分化，あるいは統合化す

ことに基づく周波数利用効率の向上（新規ファイバ敷

るメカニズムを導入することで抽象化し，コンピュー

設時期の延伸）という当初想定されたメリットに加え

ティングに対する様々な規模のデマンドに対して，必

て，(2) 多様なスペクトル幅をもつ光信号の光レイヤ

要かつ十分な資源を即応的に割り当てる技術である．

でのグルーミングによる省電力化・経済化と，(3) 障害

そのメリットは，資源の有効活用，柔軟な拡張，耐障

時の救済率向上のメリットをも享受できるようになる．

害性向上があげられる．
光ネットワーク資源の仮想化を実現するためには，
適応的にスペクトル資源を扱う制御機構とともに，資
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次節以降で，それぞれのメリットに対して，そのメ
カニズムと，実現技術，標準化動向を説明する．
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4. 3 適応光周波数資源割り当て

光周波数上に配置するため，ITU-T は 2012 年に標

EON の第一のメリットであるネットワーク的な周

準化勧告 G.694.1 “Spectral grids for WDM appli-

波数利用効率の向上は，通信需要に対して光スペクト

cations: DWDM frequency grid” を改定し，従来の

ル資源をデータレートに応じて割り当てる方法（デー

固定的な周波数グリッドに加えて，Flexible DWDM

タレート適応光スペクトル割り当て）と，転送すべき

grid を採用した [26]（以降は単に Flexible grid と称

距離に応じて割り当てる方法（距離適応光スペクトル

する）．Flexible grid においては，光チャネルが専有

割り当て）の二つがある．

することを許される連続する光周波数範囲を周波数

(1) データレート適応光スペクトル割り当て

スロット（FS: Frequency Slot）として定義する．FS

将来の大容量光チャネルを周波数軸上に効率良く

は，中心周波数とスロット幅で指定することができ，

収容するとともに，多様な容量の光チャネルを同一シ

中心周波数は，193.1 + n × 0.00625 (THz) で表され

ステムで混在収容するためには，図 2 (f)，(g) に示す

るグリッド上に配置し，スロット幅は 12.5 (GHz) の

ように，光チャネルの専有周波数帯域に応じて適応的

正の整数倍とすると規定されている．

に光スペクトル資源を割り当てる必要がある [2], [21]．
これを物理的に可能にするには，多様な専有帯域の光

更に，ITU-T は 2016 年，多様なビットレートの
光チャネルを提供するための新しい OTU フレーム，

チャネルを周波数上に合波し，途中光ノードで行き先

OTUCn を追加した勧告 G.709 “Interfaces for the

ごとにスイッチし，宛先光ノードで光チャネルごとに

optical transport network” 第 5 版を標準化した [27]．

分波するスイッチング光周波数帯域可変（Bandwidth-

ITU-T が伝統的なアプローチに従って 100 Gb/s の次の

Variable）の ROADM が必要である．BV-ROADM

光 IF を標準化したとすれば，従来の ODUk (k = 1, 2,

は，以下に説明するように，従来の MEMS ミラーを

3, and 4) フレームを多重収容でき，100G-Ethernet の

用いた（固定帯域）WSS に替えて，LCoS 空間変調器

次の高速レートの次世代 Ethernet フレームをマッピン

を用いた帯域可変 WSS を採用することで実現可能で

グ可能な高速 OTU5（伝送レートは例えば 400 Gb/s）

ある [24]．

を規定したであろう．しかし，ITU-T はこの伝統的

従来の MEMS ベース WSS は，入力光ポートから

な路線を継承せず，その代りに，柔軟なマルチ OTU

出射した光ビーム（周波数グリッド上に等間隔に配置

構造を採用した．これにより，将来の 100 Gb/s を

された複数の光チャネルからなる）を回折格子に照射

超える多様なレートのクライアンの信号は，複数の

し，各光チャネルを空間的に分離して，各グリッドに対

100 Gb/s ベース OTUCn フレームに柔軟に逆多重

応する個々の MEMS ミラー上に結像させる．MEMS

されることになった．ODUCn の “C” は 100 の意を

ミラーの角度を独立に制御することで，各光チャネ

もつ Cent の頭文字，“n” は 1 以上の自然数であり，

ルを所望の行き先出力光ポートへスイッチしている．

100 Gb/s の粒度の OTU フレームの n 個マルチフ

MEMS ミラーの間隔は，採用するグリッド間隔に応

レームを意味する．ここで，OTUCn はベースレート

じて設計製造されるので，光チャネルの周波数間隔を

の 239/226 × 99,532,800 kb/s の n 倍で用いられるが，

変更することはできない．これに対して，LCoS 空間

これには OTU フレームの特徴とされた FEC 用の冗

変調器は，もともとプロジェクタ用途に開発されたマ

長ビットは含まれず，FEC 等の規定はインターフェー

イクロディスプレイデバイスを空間光変調器用途に流

スごとにアプリケーションコード（例えば，G.709.x）

用したもので，画素（例えば 1,920 × 1,080）ごとに配

を割り当てられて規定されることになっている．

置された微小電極によって液晶に局所的な電界を与え

(2) 距離適応光スペクトル割り当て

ることで，画素ごとに反射光の位相を変化させること

受信端における OSNR に余裕のある光チャネルにつ

ができ，これにより回折角を制御する．光周波数軸方

いては，その余裕度に応じて，1 シンボル当たりに割

向に割り当てる画素数は自在に変えることができるの

り当てるビット数と FEC 冗長ビット数を最適化する

で，LCoS 空間変調器をステアリングデバイスとして

ことで，図 2 (h) に示すように，光チャネルの容量を維

採用した WSS は，各光チャネルの専有光周波数幅に

持したまま，専有光周波数帯域を節約することができ

応じてスイッチングする帯域を可変にすることが可能

る [2], [22]．OSNR の余裕度は光チャネルごとに異な

である．

るので，このような光周波数幅割り当てを実現するた

多様な専有帯域幅を有する光チャネルを効率的に

めには，Flexible grid が必要になる．OSNR 余裕度を
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光チャネルが運ぶビットレートの増加に用いることも

通しあって，伝送容量は通常時よりも削減されるが，

可能であり，図 2 (h) の例の場合は，DP-QPSK 変調

接続性を最大限確保するような適応型リストレーショ

の代わりに DP-16QAM 変調を採用することで，同じ

ンが実現できると考えられる [31], [32]．これが，EON

150 GHz の周波数スロットを用いて 2 倍の 800 Gb/s

導入の第三のメリットである．予備資源は，現用容量

の伝送が可能となる．データレート適応周波数スロッ

に応じて配分する，あるいは緊急時の優先度に応じ

ト割り当てと距離適応光周波数スロット割り当てを併

て配分するなどが考えられる．このように，光ネット

用することで，多様なデータレート，多様な伝送距離

ワーク仮想化の考えをハードウェアにも拡張すること

の光信号を高い周波数利用効率で光ネットワークに収

で，より経済的，低消費電力，高信頼なトランスポー

容可能になる．

トネットワークが実現する可能性がある．

4. 4 光レイヤでのグルーミングと適応リストレー
ション
以 上 ，議 論 し た よ う に ，Nyquist WDM と BV-

5. 長期的ソリューションとしての SDM
技術

ROADM により，電気スイッチによる多重やルーティ

前章までで，トラヒック需要の加速度的な増加に対

ングを介さず，光領域においても，高い周波数利用効

応するための中期的アプローチとして，既設 SMF 資

率で多重分離とグルーミング（多重分離・ルーティン

源を利用し尽くす EON 技術について，レビューした．

グ）が可能になる．一般に，光スイッチは電気スイッ

EON は既設 SMF インフラの延命に大きく貢献する

チに比べてシンプルな構成であることから，装置コス

と期待されるが，継続的に増加するトラヒック需要は，

トが安く，消費電力が低いと期待される．EON によ

早晩，従来の SMF の C バンド伝送容量の物理限界を

り，電気的処理負荷を光領域にオフロードすることで，

超えることが予想される．このため，SMF において

トランスポートネットワークの経済化と低消費電力化

も L バンド（更には S バンド）を採用し，C バンドと

が貢献するものと期待される．これが，EON 導入の

併用することで，SMF の伝送容量を 2–3 倍に増加さ

第二のメリットである．

せることが検討されているが，長期的には SMF に代

更に，物理的に並列配置された複数のサブトラン

わる空間利用効率に優れた新構造の SDM ファイバが

シーバから成るスーパーチャンネルトランシーバの構

必須となるであろうことは明らかである．また，SDM

成を発展させて，トランシーバ資源の仮想化のアイデ

ファイバの敷設に至る過渡期においては，隣接ノード

アに基づく，マルチフロートランスポンダ（Multi-ﬂow

間には複数の SMF が用いられることが想定されるの

transponder or Sliceable transponder）[22], [28], [29]

で，そのような状況においても経済的にトラヒック需

と仮想化エラスティックリジェネレータ（Virtualized

要を収容するための光ネットワーク技術を開拓する必

elastic regenerator or Sliceable regenerator）[23] の

要がある．本章ではまず，SDM ファイバの技術トレ

アイデアも提案されている．2016 年に OIF（Op-

ンドとそれが光ネットワークに与える影響を考察する．

tical Internetworking Forum）は，既存の Ethernet

5. 1 SDM ファイバの研究動向

PHY レートに限定されることなく，それよりも高

SDM 技術のファイバへの適用形態としては，(1)

いあるいは低い MAC レートを提供する仕組みで

並列 SMF（敷設済み未使用ファイバを用いたノード

ある Flexible Ethernet（FlexE）の Implementation

間複数ファイバ接続，超高密度多心ファイバーケーブ

Agreements に合意した [30]．FlexE が提供する Chan-

ル），(2) クラッド内に複数の単一モードコアを結合

nelize の機能と連携することで，FlexE で EON に接

が極力小さくなるように配置する非結合マルチコア

続されたクライアント信号の行き先と容量を EON が

ファイバ（MCF: Multicore ﬁber），(3) 拡大コアある

認識し，それに応じて必要なサブトランスポンダーを

いは強結合複数コア構造によるマルチモードファイバ

割り当て，ルータを介することなく光領域でグルーミ

（MMF: Multimode ﬁber, FMF: Few-mode ﬁber），

ングしながらクライアント信号を転送することが可能

(4) クラッド内に複数モードコアを結合が極力小さく

になるのでは，と筆者は期待している．

なるように複数配置する複数モードマルチコアファイ

また，激甚災害等で，現用ルートだけでなく予備
ルートも切断されたような場合，EON のスペクトル
資源とトランスポンダ資源，リジェネレータ資源を融
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(1) 並列 SMF

波するファイバ構造としては，コア径を拡大する方法

並列 SMF を利用するアプローチは，後述する MCF

と，単一モードコアを複数隣接配置してコア間結合を

の劣化要因であるコア間クロストークの影響を受けず，

意図的に導入した強結合コアの方法がある．本アプ

また，新規に敷設する場合は，モードフィールド径を

ローチには MIMO 処理負担増の課題のみならず，コ

拡大しコアに無添加シリカを採用した極低損失，低非

ネクタや融着接続における空間モード依存損失の発

線形効率の SMF を超高密度に多心化した最新のケー

生の課題もあり，現状の伝送技術からの技術的な飛躍

ブルを導入できるので，前述の四つのアプローチの中

が少なからず必要と考えられる．これまでにオフラ

では最も優れた伝送性能が期待できる（注 2）．コネクタ

イン MIMO 処理ながら，コア径 50 μm，クラッド径

や光増幅器も既存技術を活用可能であるほか，製造技

125 μm の Graded-index MMF を用いた 45 モード

術も成熟しており，少なくとも短中期的には，最も技

伝送が報告されている [34]．一方，ネットワーク的な

術的ハードルが低く，経済的なソリューションと考え

課題として，あるノードにおいて同一周波数スロット

られる．ただし，単位断面積当たりに伝搬可能な空間

が割り当てられ，ネットワークに入力した全ての空間

モード数で評価した空間利用効率は（ケーブルの高密

モードは，同一経路を通って，同一のノードで受信さ

度化の効果を除けば）向上しない．空間利用効率の大

れなければならないという制約があることがあげられ

幅な向上が必要とされる適用領域においては，(2)〜

る．この制約は，受信端における MIMO 信号処理に

(4) のような新構造の光ファイバの導入が必須となる．

は，全ての空間ノードの情報が必要であることに起因

(2) 非結合 MCF

している．このような空間モードのグループのことを

非結合 MCF のアプローチにおけるファイバあたり

空間スーパーチャンネルと呼ぶ．空間スーパーチャン

に配置可能なコア数の制限要因は，コア間クロストー

ネルは，MCF の異なるコアを伝搬し，同一周波数ス

クである．これまでクラッド径が従来の SMF と同じ

ロットを割り当てられた複数の光サブチャネルから構

125 μm の場合は 4〜5 コア，長期信頼性確保の面か

成することもできる（注 3）．空間スーパーチャンネルと

ら許容される最大クラッド径の〜250 μm の場合は，7

従来のスーパーチャンネルを区別する必要がある場合

コア，19 コア，32 コア等の MCF がそれぞれ，報告

は，後者をあらためて周波数スーパーチャンネルと呼

されている [33]．MCF の各コアは単一モードである

ぶこともある．

ので，MCF のコネクタや融着接続，ファンインファ

(4) FM-MCF

ンアウト（FIFO: Fun-in fun-out，MCF の各コアを

FM-MCF のアプローチは，非結合 MCF のアプロー

SMF に接続する空間合分波器）における位置ずれ誤

チと FM/MMF のアプローチを組み合わせたアプロー

差は，過剰損失に影響を与えるのみである．コア間ク

チであり，MIMO 処理の負荷を適度なレベルに抑えつ

ロストークを除けば，伝送特性は従来の SMF と同等

つ，MCF 単体のアプローチよりも空間利用効率の向

の性能の MCF が実現されており，従来伝送技術との

上を図ることを意図している．これまでに 6 モード 19

整合性が高いのが特長である．

コアの FM-MCF が報告されている [35]．本アプロー

(3) FMF/MMF

チは FM/MMF と同様に，空間モード依存損失の課

FMF/MMF のアプローチは，空間利用効率の点

題が不可避であるが，外周のコアほど空間モード依存

では MCF よりも優れているが，空間モード間の結

損失が発生しやすく，システム設計上の難易度は一層

合が不可避であり，その分離には受信端での MIMO

高くなると考えられる．

（Multi-input, multi-output）信号処理が必須である．

MIMO 処理処理に必要な回路規模は，基本的には空
間モード数の 2 乗で増加するので，これが空間利用
効率の実質的な上限を与える．複数の空間モードを導

5. 2 SDM 対応 WSS 技術の研究動向
(1) 空間モード非結合ファイバ（並列 SMF・非結
合 MCF）用

S 本の並列 SMF あるいは S コア非結合 MCF で D
個の隣接ノードと結ばれた光ノードを，従来の WSS

（注 2）
：強結合 MCF は，各コア内で発生した非線形雑音が他のコアへ
ランダムに結合して平均化されることで，SMF よりも（わずかに）高
い伝送性能を示すことが最近報告されている [65]．今後，その差を経済
的に意味あるほど大きくできるかどうかは，現時点では不明であるが，
海底システム用途向け等に期待されている．

ベースの ROADM で構築する場合，ポートを少なく
（注 3）
：実際，最初の空間スーパーチャンネルの提案と 5.2(1) で述べ
る空間スーパーチャンネルのジョイントスイッチングのデモンストレー
ションは，MCF を用いて行われた [40]．
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とも DS ポートだけ有する大規模 WSS が大量（2DS
台）に必要になる．例えば，S = 19, D = 4 の場合，

ROADM は 152 台の 1 × 76 WSS から構成されるこ

していない．

(2) 空間モード結合ファイバ（FMF/MMF・FMMCF）用

とになり，ノード間が 1 本の SMF で結ばれる現状の

FMF/MMF や FM-MCF FMF など，同一経路を

ROADM に対して，WSS 単価と必要個数がともに増

伝搬する空間モード間の結合が無視できないファイバ

加する．これは，任意の入力コアを任意の出力コアに

においては，前節 5.1(3) で述べたように MIMO 処

接続することを前提としたアーキテクチャになってい

理が不可欠であり，必然的に空間スーパーチャンネル

ることに起因している．

を採用することになる．これを前提とし，同一の周波

しかし，並列 SMF あるいは MCF でノード間を結

数スロットを専有する全ての空間モードを一括してス

ぶ将来ネットワークにおいては，ノード間に設置され

イッチする WSS アーキテクチャがこれまで二つ提案

るコア数 S は増えているが，隣接ノード数（次ホップ

されている．第一のアーキテクチャは，従来の WSS

の宛先ノード候補数）D が増えているわけではない

の入出力 SMF を FMF に置き換えるというシンプル

ので，入出力コア間の接続自由度を絞っても，ネット

な方法 [43] である．入力 FMF から空間に出射される

ワーク利用効率はさほど低下しないことが期待される．

光ビームは回折格子により波長に依存した角度分散

この考えに基づくノードアーキテクチャがこれまで二

を与えられ，フーリエ変換レンズにより，MEMS ミ

つ提案されている．第一のアーキテクチャは，モジュ

ラーアレーあるいは LCoS 空間変調器上の波長に対応

ラー構造のサブ WXC（Wavelength Cross-Connect）

した位置に集光される．空間スーパーチャンネルを構

を複数スタックし，必要に応じて隣接サブ WXC 間を

成する各サブチャネルは，同一の位置に集光されるの

SMF で接続するアーキテクチャである [36]〜[39]．最

で，共通の MEMS ミラー（LCoS 画素）で同一出力

小構成の WXC スタックとして隣接サブ WXC 接続

FMF に一括してスイッチされる．本アーキテクチャ

がない場合，この構成における接続性自由度は，任意

は，従来 WSS と同じ光学素子のみで実現できるとと

の入力リンクの任意の空間レーンと任意の出力リンク

もに，空間モード数が増加しても，WSS の必要ポー

の同一インデックスをもつ空間レーンとの接続に制限

ト数は増加せず，WSS 構成の複雑化を伴わないとい

されることに注意を要する．ここで，空間レーンとは，

う利点がある．一方で，空間モードの次数によって出

並列 SMF あるいは MCF のコアのことを指す．この

射位置におけるビーム径が異なることに起因し，空間

とき必要な 1 × n WSS の数は，SD 個となる．例え

伝搬経路上のビームウェスト位置とスイッチ面におけ

ば，S = 19, D = 4 の場合，76 台の 1 × n WSS が必

るビーム形状に差が生じ，モード依存損失が発生する

要となる（n は 9 程度）．ここで，サブ WXC の構成

とともにスイッチング（周波数）幅の狭窄化を招くと

を Broadcast and Select（B&S）構成とし，簡単のた

いう問題がある．

め分岐挿入用の WSS はカウントしていない．

この問題を回避するには，空間光学系に光ビームを

第二のアーキテクチャは，空間スーパーチャンネル

出射するまえに，空間多重された S 個の空間モード

を一括スイッチするジョイントスイッチング WSS アー

を空間分波器により空間的に分離（あるいは空間的

キテクチャである [40]〜[42]．この場合，空間スーパー

にサンプリング）して S 本の SMF にそれぞれ導き，

チャンネルは，同じ周波数スロットを割り当てられて

5.1(2) の MCF の節で説明したジョイントスイッチ

いるが，異なる空間レーンを伝搬する M 個の光サブ

WSS（S(D + 1) ポートをもつ多ポート WSS の出力

チャネルからなるグループであり，ジョイントスイッ

ポートの一部を入力ポートとして再配置）に入力すれ

チング用 WSS で一括スイッチされる．S 個の光サブ

ばよい [44]．このようなジョイントスイッチ WSS に

チャネルからなる空間スーパーチャンネルのジョイン

おいては，各空間モードは，同一のビームサイズのガ

トスイッチング用 1 × D WSS は，S(D + 1) ポートを

ウスビームとして空間光学系を伝搬するので，FMF

もつ超多ポート WSS の出力ポートの一部を入力ポー

用 WSS で問題となったモード依存損失と帯域狭窄化

トとして再配置することで実現される．例えば，例え

は生じないが，超多ポートの WSS が不可欠である．

ば，S = 19, D = 4 の場合，ROADM は 8 台の 1 × 94

FM-MCF をサポートする WSS を構築するには，

WSS から構成されることになる．ただし，ここでは

上記のそれぞれのアーキテクチャに基づく WSS をコ

簡単のため，分岐挿入用のポートについてはカウント

ア数だけ並列に配置すればよい．通常の WSS は複数
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のミラーが波長軸方向に 1 次元上に配置されている
が，これをスイッチ軸方向にスタックできれば，複数
の WSS を同一スイッチングデバイス上に集積化でき
る [45], [46]．これは，例えば，LCoS 空間変調器の 2
次元上に配置された画素をスイッチ面方向に区画割り
することで実現できるが，一層，スイッチ構成の複雑
化を招く．

5. 3 現状の SDM 技術の課題
5.1 で見てきたように，多種多様な構造の SDM 光
ファイバが研究開発されている．伝送品質劣化要因は，
並列 SMF，非結合 MCF，FM/MMF，FM-MCF の

Fig. 3

順に増え，現状の技術レベルにおいては，期待される

図 3 光伝送システムの発展と今後の予測
Evolution and future trend prediction in optical transport systems.

伝送品質は低くなる．劣化要因を克服するためには更
なる研究開発が必要であるが，同じ順番で，技術的，

ド（複数 IF の並列配置による大容量インターフェー

経済的ハードルは高くなり，実用化に必要な研究開発

ス）の総 IF 速度がプロットしてある．ルータブレー

期間は長くなると予想される．
これら新構造の SDM ファイバを収容する WSS に
ついても，5.2 でみたように様々なアイデアが提案さ

ド総 IF 速度は年率 40%前後の高い伸びを維持してお
り，最新の商用ルータブレードの IF 速度は 1.2 Tb/s
（100 Gb/s × 12）に達している．

れているが，リンク当たりの空間レーン数 S に対し

彼らは，このような超高速クライアント IF を光ネッ

て，現状 WDM 光ネットワークに用いられる WSS の

トワークに収容するための光 IF も年率 40%で大容量

数が S 倍に増えるか，S 倍のポート数を有する超多

化する必要があるとして，2010 年の 100 Gb/s からの

ポート WSS が必要になるか，またはその両方が求め

外挿に基づき，光伝送システムに必要なインタフェー

られる．FMF 用 WSS は唯一そのいずれも要請され

ス速度は，2024 年には 10 Tb/s を超えると予想してい

ないが，その代わり，伝送品質と光周波数利用効率の

る [47]．DP-QPSK 変調方式の 10 Tb/s 光信号は少な

低下を伴う．これら S 倍の複雑性の増加は，使用す

くとも 3.2 THz の光スペクトルを専有するので，これ

る光スイッチが，波長単位のスイッチング機能をベー

は C バンドに光チャネルを 1 チャネルしか収容できな

スとする WSS アーキテクチャを採用する限り，避け

いことを意味している．もちろん，伝送距離の大幅な

られない．一方，次章で説明するように，近年のトラ

短縮と引き換えに周波数利用効率に優れた高次変調方

ヒック需要の伸びから外挿して得られる予測は，近い

式を採用することも可能であるが，それにより得られ

将来，一つの光チャネルが専有する最大光周波数幅が

る猶予は高々数年である．また，シンボルレートの増

C バンド全幅に匹敵するオーダになることを示唆して

加率は年率 10%程度であり，2024 年においても商用

おり，そのような状況では，波長単位のスイッチング

システムのシンボルレートは 100 GBaud 前後に留ま

機能を前提する光ノードアーキテクチャの技術的，経

ると予想されるので，10 Tb/s 光チャネルは（周波数）

済的な合理性について，再考が必要になる．

スーパーチャンネル（10 × 107-GBaud DP-64QAM,

6. 空間チャネルネットワーク（SCN）の
可能性

25 × 64-GBaud DP-16QAM，50 × 64-GBaud DPQPSK など）により実現されると考えられる．このよ
うな超大容量の光チャネルに対しては，WDM レイヤ

6. 1 クライアント IF と光ネットワークのトレンド

におけるグルーミング機能は不要であることは明らか

図 3 は，P.J. Winzer と D.T. Neilson による最近

である．

の論文 “From scaling disparities to integrated par-

一方，光伝送システムのシステム容量も年率 40%で

allelism: A decathlon for a decade” [47] の Fig. 3 と

増加する必要があるとすれば，2024 年には 1 Pb/s が

Fig. 4 を参考にして再構築した図であり，単一光キャ

必要になると予想され [47]，これは現行の単一モード

リア当たりのビットレート，ファイバ当たりのシステ

光ファイバ容量の物理限界（40〜60 Tb/s）を大幅に

ム容量，ルータ・スイッチの IF 速度，ルータブレー

超えることから，隣接光ノード間は大量の空間レーン
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Fig. 4

図 4 多重化技術と光ネットワークの発展（WDM から SDM へ）
Multiplexing technologies and optical network evolution from WDM to
SDM.

が必要となる．前章で説明した技術的難易度と経済性

明確に階層化し，SDM レイヤの粒度のスイッチを導

の観点から，その時点では，空間レーンは並列 SMF

入（図 4 (c)）するのが，自然な選択であることに気

あるいは非結合 MCF で実現されると考えるのが自然

づく．以後，このようなアプローチに基づく光ネット

であろう．

ワークを，空間チャネルネットワーク（SCN: Spatial

6. 2 階層化光ネットワークの必然性

Channel Network）と呼び [4], [48]，次節でそのアー

2. において，図 1 を用いて光ネットワークの発展の

キテクチャとその実用化に向けた課題と解決策につい

歴史を振り返った．WDM の導入は大容量電気スイッ
チ・ルータを必要とした（図 1 (b)）が，この課題は電

て議論する．
なお，より粒度の大きな光スイッチ（波長群スイッ

気スイッチ・ルータの大規模化のアプローチではなく，

チや光ファイバスイッチ）の導入や階層化ノードアー

波長スイッチによる光バイパス（WDM レイヤによる

キテクチャ自体は 1990 年代末に既に，筆者を含め，複

ネットワーキング）の導入により解決された（図 1 (c)）

数の研究機関から提案され [49]〜[51]，その後，精力的

のであった．光バイパスは，また，必要なトランスポ

に研究が行われた [52], [53]．ただし，実用化に必要な

ンダ数の大幅な削減にもつながった．本章では，図 4

諸課題についての検討は，SDM が注目されるように

を用いてその続きを展望してみたい．

なった現時点でもほとんど行われていない [53]〜[56]．

4. で説明したように，EON は WDM レイヤにおけ

その理由として，波長群スイッチがより柔軟性の高い

る光領域でのグルーミングを可能にし，電気スイッチ・

BV-ROADM により出番を失ったこと，また，ファイ

ルータの負荷を軽減することが期待される（図 4 (a)）．

バスイッチの切り替え単位と，現実の光チャネルの最

SDM 技術の最初の導入形態として，隣接ノード間が S

大専有スペクトル幅との乖離が甚だしかったことが挙

本の SMF で結ばれるようになると，5.3 で議論した

げられる．

ように，WSS の数が S 倍に増えるか，S 倍のポート数

6. 3 空間チャネル（SCh）の定義

を有する超多ポート WSS が必要になるか，またはそ

クライアント信号の専有スペクトル幅が光ファイバ

の両方が求められる（図 4 (b)）．5.2 で紹介したよう

低損失波長域と同程度のオーダーとなるような状況を

に，いかにして超大容量の WSS ベース光ノードを実

想定し，SCN アーキテクチャにおいては，従来の光

現するかは，光ネットワークの研究分野における，現

ネットワークを SDM レイヤと WDM レイヤに明確に

在，最もホットな研究テーマの一つである [36]〜[46]．

階層化し，SDM レイヤに空間チャネル（SCh: Spatial

しかし，図 1 と図 4 を見比べると，新しい多重技術

Channel）を定義する．図 5 に，横軸に光周波数軸，

（WDM）が本格導入される際には，それ以前の細か

縦軸に空間軸をとり，SCh とそれに収容される光チャ

い粒度（TDM）のスイッチの大容量化ではなく，新

ネルの様子を示し，従来の周波数スーパーチャンネル，

しい多重化レイヤ（WDM レイヤ）を定義し，その

空間スーパーチャンネル，周波数/空間ハイブリッド

レイヤの多重化単位（波長）でスイッチすることが選

スーパーチャンネル [47] との違いを説明する．

択されたように，SDM が本格導入される時代（2024

周波数スーパーチャンネル [18], [25] は，連続した光

年〜）には，WDM レイヤのスイッチの大容量化では

周波数帯域（周波数スロット）上にガードバンドなし

なく，光レイヤを WDM レイヤと SDM レイヤとに

に高密度配置された複数の光サブチャネルからなる超
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図6
図 5 スーパーチャンネルと空間チャネル（SCh）
Fig. 5 Superchannels and spatial channel (SCh).

Fig. 6

空間チャネルネットワーク（SCN）アーキテクチャ
Spatial channel network (SCN) architecture.

光チャネルである [4]．SCh は，単一あるいは複数の
大容量光チャネルであり，同一空間レーンをエンド・

OCh を収容し，後者の場合，それぞれの OCh は送信

エンドで一体となってルーティングされる．Nyquist

元ノード・宛先ノードは全て同一である場合もあるし，

WDM と BV-WSS，フレキシブルグリッド，OTUCn

異なる場合もある．SCh が複数の空間レーンを使用す

フレームの各技術により実現可能となった周波数スー

る場合は，異なる空間レーンを伝搬する空間モード間

パーチャンネルのメリットは，高い周波数利用効率と

には，結合がない場合も結合がある場合も，それぞれ

転送レートの自由度の高さ（OUTCn マルチフレーム

あり得る．

により 100 Gb/s の自然数倍の転送レート）である．

6. 4 空間チャネルネットワーク（SCN）の定義

空間スーパーチャンネル [41], [42] は，同一の最小

SCN は，図 6 に示すように，SDM レイヤと WDM

単位周波数スロット（例えば 50 GHz スロット）を専

レイヤから構成され，SDM レイヤにおいて SCh のルー

有し，異なる空間レーンをエンド・エンドで一括ルー

ティングを担う空間チャネルクロスコネクト（SXC:

ティングされる複数の空間サブチャネルから成る超大

Spatial Channel Cross-Connect）と OCh のルーティ

容量光チャネルである．空間レーンは SDM における

ングを担う従来の BV-WXC から構成される階層型光

多重単位に相当し，以降では，WDM における光周

クロスコネクト（HOXC: Hierarchical Optical Cross-

波数と同様に，各空間レーンには l1 , l2 , . . . , ln のよう

Connect）アーキテクチャを採用する [4]．SCN にお

にインデックスをつけて説明することにする．各空間

いては，多くのトラヒックは小型，低損失，低コスト

レーンを伝搬する空間サブチャネル，それぞれにガー

が期待される SXC によりスイッチングされ，上位レイ

ドバンドが必要なため，周波数利用効率は向上しない

ヤの WXC をバイパスする．これを「空間バイパス」

が，構成要素の空間サブチャネルは共通のスイッチン

と呼ぶ．一方，小容量のトラヒックは他の小容量のト

グデバイス（例えば，MEMS ミラー）で一括スイッ

ラヒックと空間チャネルを共有し，必要に応じて上位

チ（ジョイントスイッチング）できるので，スイッチ

層の BV-WXC により周波数スロット単位でクロスコ

構成が簡素化できる可能性がある．周波数/空間ハイ

ネクトされる．このようなアーキテクチャを採用する

ブリッドスーパーチャンネルは，両者を組み合わせた

ことで，ノード間を大量の SMF/MCF で結ぶ将来の

超大容量光チャネルである．空間スーパーチャンネル

光ネットワークを経済的かつ高性能に提供することが

には，WSS の必要台数削減のためという目的もある

可能になると期待される．また，SCN は，波長領域

が，MIMO 処理をする上で否応なく導入するという

の並列性と空間領域の並列性を組み合わせた超並列性

側面もある．また，現状技術レベルでは，伝送品質が

を備えることを特徴とし，従来の周波数スーパーチャ

劣化したり，超多ポート WSS を必要としたりするな

ンネル技術による 100 Gb/s から〜10 Tb/s までの帯

ど，課題も少なくない．

域伸縮性を継承するとともに，空間チャネルのコンカ

一方，SCh は，ある伝送システムが使用する光周
波数帯域全てを割り当てられ，単一あるいは複数の空
間レーンをエンド・エンドで一括転送される超大容量

チネーション（例えば複数コアの割り当て）による〜

10 Tb/s から〜100 Tb/s の帯域伸縮性が期待される．
図 4 の光伝送システムの発展と短中期トレンドで紹
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図 7 HOXC ノードアーキテクチャとコスト比較
Fig. 7 HOXC node architectures and cost comparison.

介したように，早くも 2024 年には 10 Tb/s の光チャ

いかなるトランシーバあるいはいかなる方向（出力

ネルと 1 Pb/s のシステム容量が必要とされると予測

SDM リンク）のいかなる空間レーン（コア）に接続

されている．もちろん，2024 年という年は，最初の

することが可能」と表現することができる．現状の

10 Tb/s 伝送システムが導入されると期待される時期

WDM ネットワークにおける ROADM の接続自由

であり，10 Tb/s 光チャネルが導入システムのマジョリ

度を表す，Colorless, Directionless, Contention-less,

ティを占めるようになるには，更に時間がかかると思

Wavelength-conversion の用語に従って，以降，上記の

われる．しかし，それでもなお，今後の光ネットワーク

自由度を Any-core access (AC), Directionless (DL),

は，5.2 で紹介したモジュラー WXC アーキテクチャや

Contention-less (CL), Lane-change (LC) と呼ぶこ

ジョイントスイッチングアーキテクチャによる WDM

とにする．図 7 に SDM ファイバを収容可能なノード

レイヤスイッチの大容量化のフェーズ（図 4 (b)）をス

アーキテクチャの例を示す．

キップして，早い時期に同図 (c) の SCN のフェーズ

(1) WXC スタックアーキテクチャ

に移行するシナリオもありうるのではと筆者は考えて

図 7 (a) は，従来技術の WXC をスタックしたアー

いる．これは，IP over WDM アーキテクチャが，必

キテクチャであり，最小構成とするため WXC 間の接

ずしも単独の大容量 IP フローを必要とせず，集約し

続を考えない．リンクあたりの空間レーン数を S とす

た多数の IP フローの総容量が一つの OCh の大部分

ると，従来の WDM ネットワークが S 個スタックさ

を満たすほどに大きくなれば，これが導入される経済

れたネットワークが構成される．5.2(1) で説明したよ

的合理性があったという歴史に基づいている．複数の

うに，このとき必要な 1 × n WSS の数は，SD 個と

OCh を WXC で集約した結果，その総トラヒック量

なる．ここで D は隣接ノードの数である．このアーキ

が，ある送信元・宛先ノードペア間に SCh の大部分

テクチャをベースラインとして，以下の HOXC アー

を満たすほどに大きくなれば，途中 WXC を SXC で

キテクチャと比較する．

空間バイパスする SCN アーキテクチャが経済的な解

(2) 1 + 1 フルマトリクススイッチアーキテクチャ

になると期待される．

図 7 (b) は，過去の HOXC の論文で想定されていた

6. 5 HOXC アーキテクチャ

ファイバクロスコネクトアーキテクチャであり，光ス

本節では，SCN を構成する HOXC アーキテクチ

イッチ故障に備えて，超多ポートマトリックススイッ

ャ [4] について考察する．なお，SDM ファイバとし

チが 2 台，冗長構成で配置されている．本構成は，AC，

ては，比較的近い将来に実現可能と想定される並列

DL，CL，LC の全ての接続自由度を提供できるとい

SMF と非結合 MCF を考える．SXC のノンブロッ

う利点がある一方で，システムの最終局面で必要と想

キング接続自由度は，
「いかなる方向（入力 SDM リ

定される最大サイズのマトリックススイッチ 2 台が，

ンク）から来た，いかなる空間レーン（コア）も，

システム導入当初から必要になる（初期設備投資が大
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きい）という欠点がある．また，光スイッチ故障とリ
ンク故障とにそれぞれ対応する別々の故障救済機構を
備える必要があり，装置コストの増大と故障点標定に
必要な時間の増大を伴う [57]．マトリクススイッチの
必要サイズは Smax D(1 + d) × Smax D(1 + d) で
与えられる．ここで，Smax はリンクあたりの最大空
間レーン数，d は入力した SCh のうち，そのノードで
終端される割合，· は天井関数である．マトリクス
スイッチに加えて，WDM レイヤにおける波長グルー
ミングのために，dgS  個の従来型 WXC が必要で
ある．ここで g は終端された SCh のうち，WXC に
接続される割合である．例えば，Smax = 64, D = 4,

d = 1/4, and g = 1/2 の場合，2 台の 320 × 320 マト
リクススイッチと 8 台の B&S 構成 WXC (WSS の総
数 32 台) が必要になる．

図 8 必要な総空間レーン数とノード総コスト（3 × 5 メッ
シュネットワーク）
Fig. 8 Total number of assigned spatial lane and total node cost (3 × 5 mesh network).

る機能をもつことを想定している（注 4）．本アーキテク

(3) サブマトリックススイッチアーキテクチャ

チャはリンクごとのモジュラリティを有し，現用 SCh

1 + 1 装置冗長フルマトリクススイッチアーキテク

と予備 SCh を異なる出力 CSS に接続するとともに，

チャの欠点を解決するために提案された拡張性に優れ，

異なる経路に割り当てることで，光スイッチ故障とリ

高信頼な HOXC アーキテクチャを図 7 (c) に示す [4]．

ンク故障をいずれも SCh 端切り替えの機構で救済で

本アーキテクチャは，図 7 (b) のフルサイズマトリク

きる．ただし，WSS が波長変換機能を有しないのと同

ススイッチを Smax /l 個のサブマトリクススイッチ

様に，CSS は CL 機能を具備しない．なお，次節で説

に分割した構成である．各サブマトリクススイッチの

明するように，SXC には低損失性が求められるので，

サイズは lD(1 + d) × lD(1 + d) で与えられる．こ

図 8 (d) に示すように CSS を Route and Select 構成

こで l は各 SDM リンク内の空間レーンのうち，各サ

で配置することが望ましい．この場合，Smax 個の空間

ブマトリクススイッチに収容されるサブ空間レーン数
である．また，WDM レイヤにおける波長グルーミン
グのために，dgS  個の従来型 WXC が必要である．

レーンをサポートする 1 × D CSS が 2D 個だけ必要
となる．また，WDM レイヤにおける波長グルーミン
グのために，dgS  個の従来型 WXC が必要である．

本アーキテクチャは，サブマトリクススイッチの単位

6. 6 SCN の導入メリット

でグローワブルであり，現用 SCh と予備 SCh を異な

(1) ノードコストの削減

るサブマトリクススイッチに収容するとともに，異な

SCN 導入により期待される第一のメリットは，簡

る経路に割り当てることで，光スイッチ故障とリンク

易な構成の SCX の採用によるノードコストの削減

故障をいずれも SCh 端切り替えの機構で救済できる

である [4]．コスト比較のベースラインとする WXC

という利点を有する．ただし，AC と LC が可能な範

スタックアーキテクチャのノードコストを Cwss と

囲は，l 個の空間レーン間に限定される．

(4) CSS アーキテクチャ
図 7 (d) は，別構成の拡張性に優れ高信頼な HOXC
のアーキテクチャである．本アーキテクチャは，コア
選択スイッチ（CSS: Core Selective Switch）と呼ば
れる新たに提案した光スイッチを採用している．SCN
における CSS は 1 入力 n 出力デバイスであり，現状
の WDM ネットワークにおける WSS に相当する役
割を担う．共通 SDM ポートから入力した複数の SCh
を分離し，分離された任意の SCh を任意の出力 SDM
ポートにスイッチし，他の SCh と空間多重して出力す

し，1 + 1 フルマトリクススイッチ，サブマトリク
ススイッチ，CSS に基づく HOXC のコストをそれ
ぞ れ ，Cfms , Csms , Ccss と す る と ，そ れ ら は 空 間
レ ー ン 数 S の 関 数 と し て Cwss (S) = SD · cwss ,

Cfms (S) = 2 · cms (Smax D(1 + d)) + dgS D · cwss ,
Csms (S) = S/l · cms (lD(1 + d)) + dgS D · cwss ,
Ccss (S) = 2D · ccss + dgS D · cwss で与えられる．こ
こで，cwss は従来の 1 × 9 WSS のコスト，cms (N ) は

N × N マトリクススイッチのコスト，ccss は Smax 本
（注 4）
：現状では機能性が提案されているのみであるが，空間光学系あ
るいは導波路系の既存技術を用いて実現可能と考えている．
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の SCh をサポート可能な 1 × 9 CSS のコストである．

コストは含めていない．同図 (a) は予備系なしの場

なお，ノードコストには，DL 機能と CL 機能に係る

合であり，必要な空間レーン数は LC 機能をもたない

分岐挿入部のスイッチコストは含まれていない．これ

CSS ベース HOXC の場合が最大であるが，フルマト

は，SCN にどの程度の接続自由度を求めるかは，ネッ

リクススイッチベースのそれとの差はわずかであるこ

トワーク事業者や OTT（Over The Top）事業者によ

とがわかる．同図 (b) は予備系ありの場合である．現

り大きく異なるからである．図 7 (e) は，Smax = 64,

用 SCh と予備 SCh が同じサブマトリクススイッチを

D = 4, d = 1/3, g = 1/3 とし，各アーキテクチャに

経由できないという制約に起因して，必要な空間レー

基づくノードコストを，収容する空間レーン数の関数

ン数はスイッチサイズが最大のサブマトリクススイッ

としてプロットした図である．ただし，ここでは，複

チベースの HOXC の場合が最大となるが，CSS ベー

数のベンダとの私信をもとに，cwss = (cms (32))/3.75

ス，最適サイズサブマトリクスベース，1 + 1 フルマ

とした．また簡単のため，cms (N ) は N の線形な関数

トリクススイッチベースの HOXC が必要とする空間

と仮定した．なお，未だ市販の CSS が存在しないの

レーン数の差は，同様にわずかである．以上の結果か

で，CSS のコスト見積もりは困難であるが，想定され

ら，LC 機能の制約が SCh の収容効率や必要なスイッ

る構成と実現技術の候補を念頭に，cwss = ccss を用

チ数に与える影響は小さいといえる [59]．

いた．
図 7 (e) より，WSS スタックに基づくノードの初期
費用は最小であるが，空間レーン数 S の増加に伴い，

(2) 転送距離の拡大
SCN 導入により期待される第二のメリットは，低
損失 SCX の採用による転送距離の延伸である [4]．具

コストが急増することがわかる．一方，1 + 1 フルマ

体的には，HOXC において，SXC により上位層の

トリクススイッチに基づく HOXC の初期費用は最も

WXC を空間バイパスする OCh（B-OCh: spatially

高く，その後の微増は WXC の増加による．サブマト

Bypassed OCh）は，SXC の低損失性を享受して物理

リクススイッチに基づく HOXC は，初期費用の削減

的転送特性の向上が期待される．その一方で，WDM

に大きく貢献する．終局のコストの削減は SCh 端切

レイヤでグルーミングされる OCh（G-OCh: spec-

り替え採用により，マトリックススイッチ冗長が不要

trally Groomed OCh）は，SDM レイヤにおける分

になる効果である．更に同図より，cwss = ccss の仮定

岐・挿入操作により，従来の WDM ネットワークよ

が妥当であるとすれば，CSS に基づく HOXC の採用

りも多くのノード損失，したがって多くの ASE 雑音

は更なるコストの削減をもたらすことがわかる [4]．も

が蓄積される．もし，これにより，G-OCh の伝送可

ちろん，HOXC の相対コストは，マトリクススイッチ

能距離が従来の WDM におけるそれよりも著しく短

と CSS のコストモデルに依存する．その影響を明ら

くなることがあると，SCN 導入メリットが大きく損

かにするため，コストモデルを表す各種パラメータを

なわれることが懸念される．以下に，Gaussian Noise

変化させて，相対コスト比較を行ったが，傾向に大き

（GN）Model [60], [61] 解析による，B-OCh の伝送距

な違いは認められない [58]．
なお，これらの HOXC が提供する LC 機能に大きな
差があるので，これにより SCh の収容効率が異なり，

離延伸と B-OCh の伝送距離短縮に関する定量評価結
果を示す [4]．
光ファイバ中で発生する非線形光学効果を，光増幅

必要なスイッチ数と空間レーン数に影響を与える可能

器が発生する ASE 雑音と同様にガウス雑音として扱

性がある．その影響を明らかにするために，それぞれ

う．GN Model を用いると，B-OCh と G-OCh の伝

の SXC アーキテクチャに適用可能な RCA（Routing

送可能距離として，次式を導くことができる [4], [62]．

and Core Assignment）アルゴリズム用いて，様々な

ただし，両者は，等間隔に配置された光線形中継器の

ネットワークトポロジーに対して，レーンチェンジが

みで構成されたポイント・ツー・ポイント伝送システ

可能な空間レーン数の関数として，必要な空間レーン

ムで達成可能な伝送距離で規格化されている．

数と総ノードコストが計算されている．その一例とし
て，3 × 5 メッシュネットワークに対し，全てのノー
ド間に 1 本の SCh デマンドがあるとして実行したシ
ミュレーションの結果を図 8 に示す．このシミュレー
ションでは，SCh 需要のみ仮定しているので，WXC
906
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の挿入損 < 0.3 dB [63]）ので，βs > 7 dB を満たす

SXC は比較的容易に実現できると考えられる．この点
が，従来の波長群クロスコネクトを用いた HOXC に

n

(2)

対する SXC ベース HOXC の大きなアドバンテージで
ある（参考文献 [52] において，波長群クロスコネクト

ここで，βs ，βw ，α は，SXC，WXC，伝送路の損失

プロトタイプの挿入損失は 18 dB と報告されている）．

であり，n は HOXC が n スパンごとに配置されてい

一方，同図 (c) は，この条件における B-OCh の伝送

ることを示している．ただし，これらの式は，送信パ

可能距離は，従来 WDM ネットワークにおいて WXC

ワー密度が G-OCh に最適化された場合の伝送可能距

を通過する OCh の伝送可能距離よりも大幅に延伸す

離を与える．このとき，G-OCh に対しては過大な送

ることを示している．その効果は，伝送可能距離の主

信パワー密度となっていることに注意を要する．

要な制限要因がノード損失であるメトロネットワーク

図 9 (c) は，同図 (a)，(b) に示すコアネットワー

あるいはデータセンタ間ネットワークにおいて著しく，

クとメトロネットワーク（あるいはデータセンタ間

同図 (c) のネットワークモデルにおいては，B-OCh は

ネットワーク）を模擬したネットワークモデルを対象

2.3 倍の伝送距離の延伸が期待できる [4]．

に，B-OCh と G-OCh の伝送可能距離を計算した結
果であり，SXC の挿入損失の関数としてプロットし

7. む す び

てある．ここで，単位長さ当たりのファイバの伝送損

ディジタルコヒーレント光伝送技術の出現は，既存

失を 0.25 dB/km として，スパン損失 α は 20 dB と

の光ファイバの物理限界を顕在化させる出来事でも

10 dB に相当している．XC の挿入損失 βw は 20 dB

あった．この時期，ビジネス面では，既設の光ファイ

を仮定した．図 9 (c) において，βs = 0 dB としたと

バインフラをできるだけ有効に利用するための技術革

きの G-OCh の伝送可能距離は，従来の WDM ネット

新への期待が高まっていた．このような状況下で，研

ワークにおいて WXC を通過する OCh の伝送可能距

究が開始されたのが，EON 技術と SDM 技術であり，

離に相当するので，それと同等（例えば > 95%）の

前者は既設の SMF 資源を最大限に使い尽くすことを

G-OCh 伝送可能距離を確保するためには，同図 (c)

目的とした短中期的アプローチであり，後者は SMF

から，βs > 7 dB である必要があることが分かる．低

に代わる新構造の光ファイバの開発を志向した長期的

挿入損失（≤ 2 dB）の N × N あるいは 1 × N 光ス

アプローチである．

イッチは広く市販されている．また，MCF の M 個

EON の研究開始当初のモチベーションは，伝送容量
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と伝送距離におけるクライアントの様々なデマンドに

ミングされる OCh の伝送特性をほとんど劣化させず，

対して，必要かつ十分なスペクトルを割り当てる機構

SDM レイヤで WXC を空間バイパスする OCh の伝

を創出することにより，ネットワークレベルで周波数

送距離を大幅に延伸させる可能性を指摘した．

利用効率を改善することであった．これは，スーパー

本論文が，ノード間に空間レーンが大量に設定され

チャンネルと帯域可変 WSS，適応変調，Flexible grid

ているであろう，遠くない将来の光ネットワークの方

の各技術を採用することで可能となった．DSP 技術と

向性を議論する上での何らかのスターティングポイン

光スイッチ技術の継続的な技術革新とこれと歩を合わ

トになればと願っている．

せた標準化活動により，EON 技術は今まさに収穫期
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