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第５期（2015～2017） 活動体制
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フォトニック準備WG ※フォトニックWGから改称（H24.4～）

主 査：宮 本 裕（NTT）

相互接続性検証WG

主 査：山 中 直 明（慶應義塾大学）

新世代ネットワーク分科会
（幹 事：三 輪 賢 一 郎（NICT））

（敬称略）

○ 活動目標
新世代ネットワークの実現に向けた課題を解決するため、各レイヤにまたがるネットワーク関連技

術の研究開発を推進し、日本発の技術を創出し、国際標準に提案し、我が国の国際競争力の確保
を目指す。



相互接続性検証WG
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活動概要

主 査：山中 直明（慶應義塾大学）
副主査：岡本聡（慶應義塾大学）、鈴木正敏（KDDI研究所）
メンバー：慶應大学、NTT、KDDI研、日立、NEC、富士通、三菱電機、アンリツ、NICT(９機関)

活動体制

PJ31. 『Ethernet over OTN技術』研究開発プ
ロジェクト
• 相接試験により標準仕様を検証して、仕様

にフィードバック

• Beyond 100G OTNに関する標準化動向
チェック、課題の検討

PJ32. 『Multi Technology Transport Network 
制御技術』研究開発プロジェクト
• マルチドメイン連携、マルチレイヤ連携
• SDTN（Software-Defined Transport 

Network）相互接続の計画・検討

ユーザーの要求に応じた、トランスポート
ネットワークリソースの提供を目指す。

SDTNの概念図

研究開発課題
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• ミーティング： 19回
– WG全体ミーティング 7回
– プロジェクトミーティング 12回

• PJ31 5回
• PJ32 7回

• 相互接続実験： 3回
– iPOP2015事前試験 2回（4月）
– iPOP2015-Shwocase動態デモ 1回（4/20-22）

• 標準化関連文書： 5件
– ITU-T 3件
– IETF 2件

• 成果展示（出展）：4件
– 国際会議

• iPOP 2015（4/20-22） 「Shwocase動態デモ展示」
• iPOP 2015（4/20-22） 「活動紹介」
• SDN/MPLS 2015（11/16-18） 「成果紹介」 【海外（米国）出展】

– 学会シンポジウム
• 第29回 光通信システムシンポジウム（12/17-18） 「活動/成果紹介」

活動実績（１）

iPOP2015-Shwocaseブース
於:沖縄県市町村自治会館
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• 対外発表：7件
– 国際会議（1件）

• SDN/MPLS2015（11月 於：米国ワシントンD.C.）

– “Nationwide Demonstration of Software Defined Optical Transport Networking via Multi-domain 
Orchestration”

– 研究会（1件）
• 電子情報通信学会 PN研究会・フォトニックネットワークワークショップ（8月 於：北海道）

– “クラウドとの連携に向けたトランスポートSDNの取り組み”

– 招待講演（1件）
• 第21回テストベッドネットワーク推進ＷＧ会合（6月 於：東京大手町）

– “トランスポートSDN相互接続性検証に関する研究 ～JGN-X(RISE)を活⽤したiPOP2015ショーケース〜”

– 報道発表（1件）
• 「世界初、複数の異なる光トランスポートネットワークを相互接続し、マルチSDNコントローラにより全国規

模でのフロー/パス設定に成功」 （4月20日）

– 電波タイムズ一面トップ(4/24)、日経産業新聞8面（4/21）、日経テクノロジーオンライン、マイナビニュース、
ZDNet Japan, 他多数掲載

– 記事（3件）
• 業界誌記事 “Special report ~ iPOP2015 SDNパス設定デモと今後の展望～”

– OPTCOM2015年7月号 pp. 55--56
• 国際会議報告 “The 11th International Conference on IP+Optical Network ”

– 電子情報通信学会誌 2015年10月号

• 業界誌記事 “特集iPOP2015, 11th International Conference on IP + Optical Network（iPOP2015）
の概要, iPOP2015におけるShowcase, iPOP2015における展示・デモの解説”

– ITUジャーナル 2016年2月号

活動実績（２）



全国規模での光トランスポートNWのSDN連携制御実験

～iPOP2015 Showcase～ 4/20-22、於:那覇市 他

• 異なるアーキテクチャ／テクノロジから成る複数のネットワークを、各ネットワークドメインに配
備したSDNコントローラが連携して制御することで、ネットワークをまたがった通信サービスを
迅速に開通・提供することを目指すもの。
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活動トピック（１） ～全国規模での相接試験～

報道発表

 国内外の７拠点を連携制御（図1）
①小金井（NICT）
②大手町（O3プロジェクト）
③武蔵野（NTT）
④沖縄（慶應大）
⑤RISE関東（JGN-X）
⑥RISE沖縄（JGN-X）
⑦米国（ISOCORE）

図1 全国規模の大規模トランスポートネットワーク実験系

①小金井ドメイン ～コア／メトロ／アクセスネットワーク実験系～（図２）
A) 統合制御装置（遠隔）
B) 100ギガビット級DWDMトランスポートシステム
C) 100ギガビット級光パケット・光パス統合ネットワークシステム
D) エラスティックな次世代光アグリゲーションネットワークシステム
E) 広域ネットワーク用仮想ノードシステム
F) 模擬データセンター（ネットワークテスター）
G) SDN/OpenFlow広域テストベッド環境

図２ コア／メトロ／アクセスネットワーク実験系

①

②
③

③
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活動トピック（２） ～標準化への貢献～

常に関連技術の標準化動向の把握に努めるとともに、WGでの議論を通じてその
あるべき姿を探りながら、メンバー各社から標準化提案を実施

• ITU-T・・・Beyond 100G OTN関連
– 関連寄書 3件

• 各種新規イーサネット規格の収容方式の単一化に関する提案（C1231/C1530）
• 性能モニタリング仕様に関する提案（C1667）

• IEEE・・・Etheｒnet関連
– 400GbEthernet等の標準化動向を常に注視

• OIF（Optical Internetworking Forum）・・・光デバイス、FlexE関連
– 光デバイス規格、FlexEthernetなどの標準化動向を常に注視

• IETF・・・WSON（Wavelength Switching Optical Network）関連
– 関連寄書 2件

• 経路制御／波長割り当て情報詳細定義（RFC7581）
• GMPLSシグナリング拡張（RFC7689）



活動トピック（３） ～成果展示の実施～

「国際会議 iPOP2015」

（日時）4/20-22
（場所）沖縄県市町村自治会館

～沖縄県那覇市～
（内容）WG活動史紹介

国内外のネットワーク技術者・
研究者に、過去10年以上にわた
るWG活動の沿革を紹介した。

「国際会議 SDN/MPLS2015」

（日時）11/16-18
（場所）米国ワシントンD.C.
（内容）SDTN相互接続技術成果展示
（摘要）

全米／欧州を含む国内外のネットワーク技術者・
研究者に、iPOP2015における全国規模での相接実
験の成果を、世界の中心から発信・紹介した。

併せて、関連する研究についての口頭による発
表も実施した。

「第２９回光通信システムシンポジウム」

（日時）12/17-18
（場所）東レ総合研修センター ～静岡県三島市～
（内容）SDTN相互接続技術成果展示、活動紹介
（摘要）

全国から集結した光通信の各級の専門家に対し
て、 iPOP2015における全国規模での相接実験の
成果などを、動画も交えながら紹介した。

Page 9￥ブース料の一部に協議会の「WG活動支援費」を活用



項目 第１期
2003～2005

第２期
2006～2008

第３期
2009～2011

第４期
2012～2014

第５期
2015～2017

累計 摘要

全体ミーティング 5 14 16 16 7 58

プロジェクトミー
ティング

36 38 31 23 12 140

相接実験 14 16 4 6 3 43

標準化寄書 14 46 17 20 5 102 ・WGでの議論
を参酌して、各
社から提案（内訳）ITU-T

IETF
OIF

IEEE

5

5

4

-

23

16

7

-

4

13

0

-

7

4

0

9

3

2

0

0

42

40

11

9

対外発表

（うち報道発表）

7

（2）

19

（2）

22

（3）

12

（2）

7

（1）

67

（10）

・国際会議

・研究会

・業界誌 他

Page 102016年3月末現在

WG活動実績と成果
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活動計画（案）

研究開発課題

活動スケジュール

2015年度(H27) 2016年度(H28) 2017年度(H29)

第５期

PJ31. 『Ethernet over OTN技術』研究開発プロジェクト

PJ32. 『Multi Technology Transport Network 制御技術』研究開発プロジェクト

Beyond 100G (４00GbEthernet over OTN) 技術検討

SDN/SDTN相互接続検討 SDN/SDTN相互接続検討 SDN/SDTN相互接続検討
▲iPOP2015 ▲iPOP2016 ▲iPOP2017

相接試験検討

PJ31. 『Ethernet over OTN技術』研究開発プロジェクト
• Beyond 100G OTNに関する標準化動向チェック、課題の検討、相接試験の計画

PJ32. 『Multi Technology Transport Network 制御技術』研究開発プロジェクト
• SDTN相互接続の計画・検討、成果展示、マルチドメイン連携、マルチレイヤ連携 ほか



フォトニック準備WG
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フォトニック準備WG 活動概要

13

我が国の情報通信基盤を支え、国際競争力を持つ先進的コア技術である「フォトニックネット
ワーク技術」に関する基盤的研究開発、及び技術間連携等の実証実験を継続的に推進していく
ための準備活動を行う。

活動目標

活動体制

主 査：宮本 裕 （日本電信電話株式会社）
メンバー：日本電信電話株式会社、日本電気株式会社、富士通株式会社、

三菱電機株式会社、国立大学法人大阪大学、国立大学法人名古屋大学

活動内容

NICT委託研究課題153「光トランスペアレント伝送技術の研究開発（λリーチ）」の全課題および、
課題175「光周波数・位相制御光中継伝送技術の研究開発（コヒーレントλ）」A-1の研究成果を
持ち寄り、個々の要素技術がフィールド環境で安定に連携動作することを検証する。



PON

サブ
波長

データ
センタ

サブ
波長

メトロコア(～100km)

アクセス

トランスペアレントパス L2/L3
機器削減

ﾊﾞｰﾁｬﾙｵﾌｨｽ自由視点映像ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ

NICT委託研究課題153「光トランスペアレント伝送技術の研究開発（λリーチ）」の全課題および、課題175「光
周波数・位相制御光中継伝送技術の研究開発（コヒーレントλ）」A-1の研究成果を持ち寄り、ダイナミック適応
型フォトニックノード技術、並びに、400Gb/s/チャネルの再構成可能トランスポンダ技術の個々の要素技術が
フィールド環境で安定に動作することを示し、連携可能であることを検証した。

ノード構成例

スケーラブル
Multi-degree

ROADM
スルーパスルーティング機能
グルーミングスイッチ機能

add/drop機能

光アンプ

トランスポンダ
集約光スイッチ

5-less機能

ダイナミック適応型フォトニックノード

再構成可能
トランスポンダ

再構成可能トランスポンダ技術

・適応変復調（課題ア）
・非線形補償（課題ア）
・誤り訂正（課題イ）
・線形等化（課題イ）
・B100G-OTN収容（標準化）
（課題ウ）

・光ファイバ固有値伝送（課題ア）
・バースト適応収容（課題イ）

要素技術の確立 将来発展技術の探索

フォトニックノード技術

将来発展技術の探索

•超スケーラブルノードアーキテク

チャ（課題ウ）

•超省電力小型スケーラブル光

スイッチ（課題ウ）

活動・成果の概要
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 JGN-Xフィールド環境におけるダイナミック適応型フォトニックノード技術並びに
400Gb/s/チャネル再構成可能トランスポンダ技術を実証
◆実施期間 2015年11月～2016年１月
◆実施場所 けいはんなオープンラボ小金井共同実験室（5号館2階）・ 110棟光伝送テストベッド
◆実施機関 光トランスペアレント伝送技術の研究開発（λリーチ）

ＮＴＴ、富士通、大阪大学、三菱電機、日本電気、名古屋大学
◆実験概要

(1)400Gb/sデジタルコヒーレントリアルタイム動作を実証
ＮＩＣＴ委託研究（λリーチ#153ア、イ）の支援の下、各社で要素技術を確立。
総務省PJ 「超高速・低消費電力光ネットワーク技術の研究開発」の支援の下で
各要素技術を統合した統合基盤技術を確立。

(2)大規模スケーラブルフォトニックノードのアーキテクチャと要素技術を確立し連携動作を実証
ＮＩＣＴ委託研究（λリーチ#153ウ）の支援の下、各社で要素技術を確立。

(3)高精度光周波数安定化光源技術による狭線幅可変波長ＬＤ基本動作を実証
ＮＩＣＴ委託研究（コヒーレントλ#175A-1）の支援の下、要素技術を確立。

検証実験の概要
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◆概要
以下の各課題の要素技術を適用した試作装置を持ち寄り、ＪＧＮ－Ｘファイバを含む519kmの

テストベットにおける課題間連携実験によりその基本動作を実証した。
課題#153ア、イの要素技術を統合した400Gb/s/チャネル再構成可能トランスポンダ技術

（総務省PJ 「超高速・低消費電力光ネットワーク技術の研究開発」で要素技術を統合）
課題#153ウの要素技術を統合したダイナミック適応型フォトニックノード技術
課題#175A-1の高精度光周波数安定化光源技術

◆外部へのＰＲ
フォトニックネットワークシンポジウム2016 パネル展示（2/26）
電子情報通信学会 2016年総合大会（3/15-18）

可変トランスポートフレーマ
（400G-OTN/Ethernet）

WSS WSS WSS

JGN-X光ファイバ
216km

(72+36+72+36
km-span)

DP-QAM
送信機

（Odd/Even)

フォトニックノード
#1

トランスポンダ集約光SW

チューナブルフィルタ

37.5GHz間隔
112波

DP-16QAM変調光

フォトニックノード
#2

フォトニックノード
#3

NICT施設

153ウ
成果

153ア/イ
成果

（凡例）

37.5 GHz間隔
多波長光源

175A
成果

高精度
光周波数
安定化光源

110棟内光ファイバ
303km

(101km-3span)

200Gb/s
デジタル

コヒーレント
トランスポンダ

（TX）

200Gb/s
デジタル

コヒーレント
トランスポンダ

（TX）

200Gb/s
デジタル

コヒーレント
トランスポンダ

（RX）

200Gb/s
デジタル

コヒーレント
トランスポンダ

（RX）

153ウ-2-2

153ウ-1-2

153ウ-2-1

153ア-1
153ア-2-1
153イ-1-2

153ア-1
153ア-2-1
153イ-2-1
153イ-2-2

サブ波長
適応制御装置

10GE試験機

10GE試験機

100Gb/s
デジタル

コヒーレント
トランスポンダ

153ウ-1-1

153イ-1-1
153イ-1-2

175A-1

再構成可能
トランスポンダ

400Gb/s/ch

EQ

153イ-2-2

活動成果
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新世代ネットワーク分科会 第５期活動体制（改）

Page 17 Page 17

相互接続性検証WG

主 査：山 中 直 明（慶應義塾大学）

新世代ネットワーク分科会
（幹 事：三 輪 賢 一 郎（NICT））

（敬称略）

○ 活動目標
新世代ネットワークの実現に向けた課題を解決するため、各レイヤにまたがるネットワーク関連技

術の研究開発を推進し、日本発の技術を創出し、国際標準に提案し、我が国の国際競争力の確保
を目指す。

※「フォトニック準備WG」については、関連するNICT委託研究プロジェクトが平成２７年度末で終了した
ため、平成２８年３月末をもって閉鎖した。
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