したフレームに対してオンザフライ処理する方式で，
連続送信型フレームを用いたアクティブ光アクセス
ネットワークのレンジング方式

光アクセス網として理想的な形態である．この手法は
フレームごとのスイッチングが可能なため，フレキシ
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転送が利用できない．そのため，MPCP（Multi-Point

Control Protocol）にて定義される PON 方式用の双
方向回線確立のためのディスカバリレンジング処理 [6]

あらまし 光スイッチを用いた次世代光アクセス網
において，複数の距離の違う OLT と ONU 間で回線
確立を行うレンジング処理について，連続送信型フ

を実行するためには Discovery W indow を各 ONU
に対して順次開くなどの工夫が必要になる．
一方，我々が提案するアクティブ光アクセス網では，

レームを用い，更に位相を変化させる高精度レンジン

光スイッチの構造を単純化するため，フレームごとの

グ手法を提案した．また連続送信型レンジングの実験

スイッチングではなく，固定時間長のスロット単位で

に成功した．

の伝送方式を検討している．またトランスペアレント

キ ー ワ ー ド 光 ア ク セ ス 網 ，GE-PON, IEEE

な伝送を実現するため，光スイッチは自走し，スロッ
ト単位で方路を切り換える方式を採用する．そのため，

802.3av
1. ま え が き

OLT は各 ONU との距離を測定するとともに，光ス

光アクセス網として PON（Passive Optical Net-

イッチと同期し，スロットの境目を精確に知る必要が

work）が広く普及しているが，スプリッタは原理的に

ある．通常のレンジング手法 [6] ではスロットの境目

光の減衰が大きく，分岐数を増したり，長距離伝送に

を考慮しておらず，光スイッチとの精確な同期を図る

は向かない．その対策として光アンプを用いた PON

ことが難しいといえる．

システムも検討されているが，分岐数の増加に伴い光

以上より，光スイッチを介して回線を確立するため
の 10 G 以上のネットワークを視野に入れた拡張性の

の増幅が必要になる．
一方，原理的に分岐による光の減衰のない光スイッ

高いレンジング処理が必要になると考えられる．そこ

チを用いたアクセス網に関する研究も検討されてお

で本研究では，光スイッチを定期的にある方路に切り

り [1], [2]，SOA，PLZT 光スイッチ等の高速光スイッ

換えるコミュニケーションチャネルの形成と，ONU

チの研究開発も進んでいる [3]〜[5]．光スイッチを用い

からの Register Request メッセージの連続送信によ

たアクティブ光アクセス網では従来の PON と同様に，

るコミュニケーションチャネルの発見に基づいたレン

OLT（Optical Line Terminal）を頂点として ONU

ジング手法を適用し [7]〜[9]，更に位相を変化させ精

（Optical Network Unit）を接続するトリーを形成し

度の高いレンジングをねらう高精度レンジング手法を
提案する．またフレームを連続送信するタイプのレン

ている．
文献 [2] では，光スイッチ部において受信するトラ
ヒックを光カプラにより 2 分割し，一方を遅延光ファ
イバに入れ，もう一方を電気処理によるフレームのヘッ

ジング手法について実装を行った．

2. アクティブ光アクセスネットワークにおけるレ
ンジング手法

ダ解析を行いフレームごとにあて先を決定する手法が

我々は時分割による固定長スロットを用いた伝送方

提案されている．本方式はいわば光スイッチ部に到着

式を検討している．そして，コミュニケーションチャ

電子情報通信学会論文誌

c （社）電子情報通信学会 2010
B Vol. J93–B No. 8 pp. 1087–1091 

1087

電子情報通信学会論文誌 2010/8 Vol. J93–B No. 8

サイズを短くし，連続送信を行うことでコミュニケー
ションチャネルの位置を更に精確に定めることが可能
になるが，次節に示す高精度レンジング手法を用いる
ことでも，自走する光スイッチと精確な同期を図るこ
とが可能である．

2. 2 高精度レンジング手法
アクティブ光アクセス網では原理的に分岐による光
の減衰がない光スイッチを用いるため，PON よりも
図 1 周期的なコミュニケーションチャネル
Fig. 1 Periodical communication channels.

多くの ONU を収容することが期待される．そして

OLT では各 ONU へ TCP タイムアウト等を考慮し
て帯域割当を行うため，PON よりも単位時間当りの
データの切換数が増加する．よって，切換数の増加に

ネルとは，光スイッチが必ず所定の方路に切り換わる

応じて通信帯域全体に占める切換オーバヘッドの割合

時間のことであり，図 1 に示すように時間軸上に周期

が増加することが想定される．また広帯域化が進むに

的に配置し，各 ONU に順番に切り換わるようにする．

つれ，短時間に送信可能なデータ量は増加する．した

提案システムでは，下り（OLT⇒ONU）に関しては，

がって，我々が提案するアクティブ光アクセス網でも

光スイッチをキャリヤの管轄施設内に設置することを

PON と同等または更に高精度のレンジングでデータ

想定しており衝突なくメッセージを送信できると仮

の損失を抑えることが重要となる．前節の手法ではフ

定する．一方，上り（ONU⇒OLT）に関しては，各

レームサイズのオーダでのレンジングしかできないた

ONU と OLT 間の距離が異なるため，メッセージを通

め，高精度レンジング手法を提案し，PON と同等の

過させることが非常に困難となる．そのために ONU

精度でのレンジングをねらう．

から Register Request メッセージを連続送信すること

そこで，Register Request メッセージの連続送信開

でコミュニケーションチャネルを通過し，レンジング

始のタイミングを 1T Q (16 nsec) 単位でずらし，複

を成功させる手法を適用する [7]〜[9]．光スイッチを通

数回繰返しレンジングを行うことでコミュニケーショ

過したメッセージの Timestamp から，OLT-ONU 間

ンチャネルの位置を更に高精度に把握することが可能

の距離を測定，またコミュニケーションチャネルの位

な手法を提案する．図 3 にこの高精度レンジングの

置を把握し，光スイッチと同期することが可能である．

流れを示す．OLT は Discovery Gate メッセージを送

2. 1 連続送信型フレームを用いたレンジング手法

信ごとに T1 , T1 + Δ1 (= 1T Q), T1 + Δ2 (= 2T Q),

図 2 にレンジングの流れを示す．Discovery Gate

T1 + Δ3 (= 3T Q), · · · と Register Request メッセー

メッセージを受け取った ONU は，Register Request

ジの送信開始タイミングをずらすように，ONU へ指

メッセージの連続送信を開始する．光スイッチ部にお

示を行う．そして複数回レンジングを繰り返し，OLT

いて，光スイッチが ONU#X 以外の方路を向いてい

が受信する Register Request メッセージの番号が変

る場合は廃棄され，ONU#X の上りコミュニケーショ

化したときに最も精確に同期することが可能である．

ンチャネルの区間であれば通過して OLT に届けられ

以上のプロセスにより，PON と同程度の高精度なレ

る．Register Request メッセージを受け取った OLT

ンジングが可能となる．また，1T Q (16 ns) 以下の時

は，メッセージ内の Timestamp から，ONU#X の上

間で Δ 値を調整するシステムを構成できれば，上記

りコミュニケーションチャネルの位置を計算し，次の

プロセスを用いて，数 ns のオーダでの更に精確な同

GATE メッセージを用いて ONU に送信タイミングを

期を実現することが可能である．

指示する．GATE メッセージを受け取った ONU は，

そして Register Request メッセージの連続送信間

指示どおりのタイミングで Register Ack メッセージ

隔は通信帯域に依存しないため，10 G 以上の高速な

を返信する．

アクセス系においても同等の精度でのレンジングが可

以上のプロセスは，フレームサイズ分の誤差が発生

能である．したがって本提案は今後のネットワークの

するため，PON と同等の 1T Q(T imeQuantum) での

広帯域化にも対応できる拡張性の高い方式であるとい

更に高精度なレンジングを行う必要がある．フレーム

える．
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図 2 連続送信型フレームを用いたレンジング手法
Fig. 2 Dynamic packet (frame) based ranging method.

2. 3 レンジング時間についての考察
MPCP における PON のレンジング手法 [6] 及び提
案手法である高精度レンジング手法についてレンジン
グ時間の比較を行う．光アクセス網では不定期に接続
される ONU に対応するため，ディスカバリレンジン
グ周期ごとに定期的にレンジング処理を行う．そのた
め接続に要するまでのレンジング時間は，(1) レンジ
ング処理が開始されるまでの待ち時間，及び (2) レン
ジング処理の実行時間を合わせた値となる．

PON において Discovery W indow を開く期間を
プロセス開始から Register Request メッセージを受
信するまでとすると，ウィンドウには [システムが提供
する距離の最大 RT T ] 及び衝突回避のために設定され
る [距離分散のためのランダム遅延 d の最大値] に相当
する RT T max + dmax が必要になる（ファイバ中の
光速度を 2.0 × 108 m/s とした場合の RTT は 20 km:

200 μs, 40 km: 400 μs）．
一方，高精度レンジング手法では，フレームが光
スイッチを通過さえできればよいため，レンジング
に必要なコミュニケーションチャネルのサイズを最
小限に抑えることが可能である．1T Q (16 ns) の揺
らぎを考慮すると，通常のレンジングで 2 フレーム
長+1T Q，高精度レンジング手法を用いる場合には

1 フレーム長+1T Q のコミュニケーションチャネル
図 3 高精度レンジング手法
Fig. 3 Precise ranging method.

を設定すればよい．実際には，64 Byte のフレームサ
イズで，8 Byte のプリアンブル及び 12 Byte の Inter
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表 1 最大レンジング時間の比較
Table 1 Comparison of ranging times.

PON 手法
提案手法

1 G 32 分岐 20 km
（GE-PON）
300.5 ms
990.9 ms

10 G 128 分岐 40 km
（Our target）
500.9 ms
74.9 ms

Frame Gap（IFG）を考慮した場合の連続送信間隔は
1 G 環境下では 672 ns，10 G 環境下では 67.2 ns とな
り，この値に 1T Q (16 ns) の揺らぎを含めた 688 ns 及
び 83.2 ns をコミュニケーションチャネルのサイズと
する．また高精度レンジングの繰返し数 α は，1T Q
単位で調整した場合，1 G 環境下で最大 42 回，10 G
環境下では最大 4 回となる．本提案では周期的に割り
当てられるコミュニケーションチャネルのタイミング
でメッセージを送信するため，レンジング時間 T は計
算式 (1) のように示される．

Fig. 4

図4 実験環境
Experimental environment.

T = W aiting time
+CC Cycle × ON U num × (α + 2)
+RT T max

(1)

表 1 に最大レンジング時間の比較を示す．公平を期
すために実効帯域率 99.9% 時（レンジング処理のた
めに 0.1%）の最大レンジング時間を比較した．提案
した高精度レンジング手法の最大の待ち時間はコミュ
ニケーションチャネルが割り当てられる間隔であるた
め，CC Cycle × ON U num である．また PON 手法
の最大待ち時間はレンジング周期であり，プロセス実
行時間は Discovery W indow + RT T max で計算し
た．その際に dmax = 100 μs とし，衝突は発生せず
に 1 回のレンジングで完了するものとした．また実効
帯域率のうちにガードタイムの値も含めるものとした．
表 1 から GE-PON に相当するシステムでは PON
手法が優れているが，我々がねらう長距離及び多分岐
化を達成する 10 G ネットワークにおいては提案手法
のレンジング時間が短縮され，優れていることが分か
る．通信距離とユーザ数が増加した場合でも，提案手
法では通信速度の増加に伴いコミュニケーションチャ
ネルの時間が短縮され，また 1 フレームの伝送時間も

図 5 フレーム連続送信型レンジング手法の実験成功結果
Fig. 5 Successful experimental result about the dynamic packet based ranging method.

短縮される．そのため繰返し数 α が減少し，レンジン
グ時間が短くなる．したがって，本手法は光スイッチ

でレンジングプロセスの実験を行った．図 4 に実装シ

を用いたアクティブ光アクセス網において有効的であ

ステムを示す．2. で述べたレンジング手法を組み込ん
だ OLT 及び ONU のプロトタイプ，そして現在開発

るといえる．

3. 実

験

1 G のネットワーク環境で，OLT と 3 台の ONU 間
1090

中の光スイッチシステムの動作をエミュレートした光
スイッチエミュレータを開発した．そしてレンジング

レ

タ

ー

には MPCP フレームを用い，遅延挿入装置により各

ONU に 0〜40 km の間で遅延を設定し，フレーム連
続送信型のレンジング手法の動作実験を行った．
図 5 に動作実験結果の各メッセージのキャプチャ
データを示す．連射間隔は 1200 ns とし，コミュニケー

開発を行う．
謝辞 本発表内容は，総務省が進めるフォトニック
ネットワークに関する研究の一環である，
（独）情報通
信研究機構の委託研究「集積化アクティブ光アクセス
システムの研究開発」の成果である．
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