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1. まえがき
波長分割多重（WDM：Wavelength Division Multiplexing）

は，波長の異なる複数の光信号を同時に利用することで，

光ファイバを多重利用する方式である．

ドコモでは全国中継光伝送路への適用を目的として，40

波長に対応する装置が商用導入されている．本装置は，交

換機相互間の大容量トラフィックの伝送を対象としてい

ることから，伝送容量・装置サイズ・コストなどの面で

エントランス伝送路への適用は困難であった．エントラ

ンス伝送路への適用要件として，以下の3点を挙げること

ができる．

・装置コストの低減によるイニシャルコストの経済化

・光ファイバ心線の有効活用によるランニングコストの

経済化

・基地局への設置スペースを考慮した装置の小型化

これらの要件を満たすために，WDM技術の1つである

低密度波長分割多重（CWDM：Coarse Wavelength Division

Multiplexing）方式を採用し，電気駆動部を必要としないパ

ッシブな光フィルタと組み合わせることが有効であること

から，同技術を採用した小型WDM装置を開発した．

本稿では，開発した小型WDM装置の概要，機能ならび

にネットワークトポロジについて述べる．
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エントランス伝送路の大容量化，IP化に向けた光化をよ

り経済的に実現するため，波長分割多重技術を適用した小

型WDM装置を開発した．

経済的なエントランス
光伝送路構築に向けた
小型WDM装置の開発

ノート
エントランス伝送路の大容量化，IP化に向けた光化をより経済的に実現するため，波長分割多重技術を適用した小型WDM装置を開発した．



33

NTT DoCoMoテクニカル・ジャーナル Vol. 14 No.3

2. 光伝送路の構築

中継光伝送路として，すでに導入しているWDMおよび

光分岐挿入多重（OADM：Optical Add Drop Multiplexing）＊1

装置を用いて，県間を跨ぐ大規模な光基盤を構築してい

る．WDMはPoint－to－Pointに対地を，OADMはリング状

に対地を結び，必要な波長を分岐挿入することで，一対（2

心）のファイバで効率的かつ経済的に光伝送路基盤を構築

している[1]．

エントランス伝送路はマイクロエントランスおよび専用

線による構築が主体であったが，現行のマイクロ方式では

実現が困難なさらなる大容量化およびIP化の実現に向け，

光化が求められている．光化により，装置コストの低減・

大容量化によるビット単価の低減が図れるため，光ファイ

バ基盤を確保できるエリアについては経済的な構築が可能

となる．また，近年の基地局数増大に伴い，光ファイバの

心線有効活用が求められている．

心線の有効活用方法の1つとして，WDM技術を用いる

方式がある．エントランス光伝送路は，無線アクセスネッ

トワーク（RAN：Radio Access Network）＊2を支える基盤で

あるとともに，面的にエリアをカバーする必要があるため，

導入設備数が非常に多くなることから，経済化が要求条件

となる[2]．また，基地局とともに設置されるため，小型か

つ低消費電力の装置が要求される．逆に，求められる伝送

距離や多重度は中継光伝送路に比べて緩和される．これら

の要求条件を満たすには，既存のWDM装置およびOADM

装置とは抜本的に異なる装置を開発する必要があった．

3. WDM技術

高密度波長分割多重（DWDM：Dense Wavelength

Division Multiplexing）方式とはITU－T勧告G.694.1にて規

定される波長間隔（波長周波数12.5～100GHz）の光を多重

伝送する方式である．

本方式では波長を高密度に多重し，信号劣化せずに伝送

するため，温度制御，波長安定化制御，アレイ形導波路格

子（AWG：Arrayed Waveguide Grating）＊3を用いた波長フィ

ルタおよびエルビウム添加光増幅（EDFA：Erbium－Doped

Fiber Amplifiers）＊4技術などを用いた光増幅を必要とする．

CWDMとはITU－T勧告G.694.2[3]にて規定される波長間

隔の光を多重伝送する方式である．G.694.2にて規定されて

いる波長間隔は20nm，波長ごとのスペクトラム幅は13nm

程度となっている（図1）[4]．この方式は，DWDMと比較

して波長数は少なく，光源に精度の高い温度調整機能を持

つ素子や波長安定化制御などを必要としない．このため，

比較的経済的な装置実現を可能とする．

4. 小型WDM装置概要

小型WDM装置は，センタ装置，ローカル装置，光分岐

挿入フィルタがあり，センタ装置は光分岐挿入フィルタを

介して，最大4つのローカル装置と接続すること，センタ

装置どうしで対向することが可能である．各装置間は1心

の光ファイバにて接続され，前者はLinear型，Star型，後

者はPoint－to－Point型ネットワークトポロジを構成する．

具体的な構成を図2に示す．Linear型は光ファイバルート

＊1 光分岐挿入多重：WDMで多重された複数波長のうち，任意波長の光を
任意地点にて分岐挿入する方式．

＊2 無線アクセスネットワーク：コアネットワークと移動端末の間に位置す
る，無線基地局および無線回線制御装置などで構成されるネットワーク．

＊3 アレイ形導波路格子：平面光回路を用いて，複数波長の光を合分波する
ためのデバイス．

＊4 エルビウム添加光増幅：高利得・低雑音の光アンプとして一般的に用い
られている．光ファイバコアにエルビウムを添加したファイバに誘導放
出を起こすことで，ファイバ内を光が通るだけで光を増幅させることが
できる．

20nm

λ1 λ2 λ3 λ4
波長（nm）�

λ8

λn…1,471～1,611nm（20nm刻み）�

図1 小型WDM装置で用いるCWDM波長



上を連続的にエリア化する際に有効であり，Star型は任意

の地点から放射状にエリア化するのに有効である．

センタ装置は送受8波長をキャリアとした4チャネルを，

ローカル装置は送受2波長をキャリアとした1チャネルを

伝送する（図3，4）．光分岐挿入フィルタは光ファイバ伝

送路区間にて任意の送受2波長を分岐挿入する（図5）．特

にLinear型光分岐挿入フィルタは，図6に示すフィルタ特

性を持ち，必要とする波長のみ分岐挿入し，それ以外の波
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図2 小型WDM装置によるネットワークトポロジ
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長を通過させている．

また，クライアントインタフェースと

して，同期デジタルハイアラーキ（SDH：

Synchronous Digital Hierarchy）＊5/SONET

（Synchronous Optical Network）＊6（150Mbit/s，

600Mbit/s，2.4Gbit/s），従属同期デジタル

ハイアラーキ（PDH：Plesiochronous

Digital Hierarchy）＊7（1.5Mbit/s），イーサネ

ット（10Base－T/100Base－TX，1000Base－

SX/LX）を有する．

また，今後の基地局構築状況を加味

し，PDC回線，FOMA回線を併設しつ

つ，ネットワークのIP化を実現するた

め，150Mbit/s，1.5Mbit/s，10Base－

T/100Base－TXを1チャネルにて多重す

るトランスポンダ（以下，多重トラン

スポンダ）を開発した．図7に示すよう

に，STM－4（Synchronous Transfer

Mode －4）＊ 8フレームの個々のVC －4

（Virtual Container－4）＊9に主信号を挿入

することで3つの異なる種類の信号を伝

送可能としている．

本装置は主信号に監視信号を付加す

ることで，リモート監視を可能として

いる．Linear型構成，Star型構成におい

てはセンタ装置から対向のローカル装

置を，Point－to－Point型構成においては

センタ装置から対向のセンタ装置をリ

モート監視する．図8に示すように，監

視信号は OTN（ Optical Transport

Network）＊10を用い，主信号フレームの

オーバヘッドに挿入することで実現し

ている[5]．

センタ装置は19インチラック搭載とし，1つの筐体に2

つのシステムが実装可能である．ローカル装置は基地局装

置と併設設置されることから，簡易基地局電源箱に収容可

能なサイズにて実現した（写真1）．センタ装置とローカル
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＊5 同期デジタルハイアラーキ：CCITT（現ITU－T）にて標準化された，フ
ァイバを介した光信号による転送の速度およびフォーマットについての
国際規格．155.52Mbit/sを基本とする．

＊6 SONET：主に北米で使用されている光ファイバを用いた高速デジタル
通信方式．51.84Mbit/sを基本とし，高次群ではSDHとの互換性を持つ．

＊7 従属同期デジタルハイアラーキ：SDHによって統一される前のデジタ
ル同期網．

＊8 STM－4：SDHの第4ハイアラーキで622.080Mbit/sの伝送速度を表す．
＊9 VC－4：低速情報を含む各種の情報が多重化できるように規格化された

SDHの多重単位で，150.336Mbit/sのビットレートのもの．
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図6 Linear型光分岐挿入フィルタのフィルタ特性
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装置の基本仕様を表1に示す．

光分岐挿入フィルタはビル設置を目的としたLinear型，

Star型および架空や地中のクロージャ＊11内設置を目的とし

たLinear型の3種類を実現した．基本仕様を表2に示す．

エントランス光伝送路に求められる伝送距離は中継光伝

送路よりは長遠でないこともあり，本装置は伝送区間損失

25dBを実現した．これは，理論的には80km程度の光ファ

イバ区間を伝送可能とする性能である．Linear型構成，Star

型構成においてはフィルタの通過損失も加味したうえ，

End－to－Endでの伝送区間損失の合計で前述の性能を満た

すことができる．
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＊10 OTN：ペイロードバイトの情報信号のみならず，オーバヘッドバイト
に含まれる制御信号もそのまま伝達することが可能な方式．

＊11 クロージャ：光ファイバケーブルの心線接続部を自然環境において長期
的に保護するもので，架空用・地中用に大別される．

AUポインタ（Administrative Unit Pointer）：管理ユニット（AU）フレーム内のVCが始まる先頭位置を示すポインタ．�

A2

オーバヘッド�
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＝独自仕様� ＝VC－4
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監視信号�
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図7 多重トランスポンダのSTM－4フレーム構成

FAS/MFAS（Frame Alignment Signal/Multi FAS）：OTNフレームにて定義されるオーバヘッドのフィールド名．�
BIP8（Bit Interleaved Parity－Level 8）：N個のパリティチェックビットにより誤りを監視する方法を記述したフィールド．�

FAS：48bit　MFAS：8bit　BIP8：8bit

MFAS BIP8

オーバヘッド�
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図8 OTNフレーム構成

写真1 ローカル装置



5. あとがき
WDM技術の中でもCWDMを適用した小型WDM装置を

開発した．これにより，光ファイバ心線の有効活用を実現

するとともに，ダークファイバ＊12使用料削減に伴う経済効

果を挙げることを可能とした．また，All－IP化に向けた

RANのIP化にも適用を可能としている．

将来的には，HSDPA（High Speed Downlink Packet

Access）からSuper 3G，さらには4Gに向けてエントランス

伝送路の容量は飛躍的な拡大が想定されることから，

10Gbit/sインタフェースの追加も視野に入れ機能拡充を検

討していく．
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＊12 ダークファイバ：電気通信事業者などが敷設している光ファイバのう
ち，その事業者などが使用せず空いている線．

装置種別

最大消費電力 250W以下

センタ装置

25W以下

ローカル装置

装置サイズ 430（W）×500（D）×132（H）mm
（取付金具を除く）

210（W）×383（D）×66（H）mm
（ゴム足を除く※ゴム足高さ：24mm）

クライアント
インタフェース

STM（150Mbit/s, 600Mbit/s, 2.4Gbit/s），PDH
（1.5Mbit/s），イーサネット（10Base－T/100Base－
TX 1000Base－SX/LX）

STM（150Mbit/s, 600Mbit/s），PDH（1.5Mbit/s），
イーサネット（10Base －T / 100Base －TX
1000Base－SX/LX）

表1 センタ装置，ローカル装置基本仕様

装置種別

温度環境条件（相対湿度範囲） 0～50℃（5～95％）

Linear型（筐体あり）

－20～70℃（0～100％）

Linear型（筐体なし）

装置サイズ 42（W）×200（D）×76（H）mm
（コネクタ，ねじ山を除く）

40（D）mm，5.5（Φ）mm
（素線部分を除く）

表2 光分岐挿入フィルタ基本仕様

0～50℃（5～95％）

Star型

42（W）×200（D）×76（H）mm
（コネクタ，ねじ山を除く）


