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特別企画 通信インフラをさまざまな側面から支える

NTTアクセスサービスシステム研究所の最新R&D

GE-PON の長延化技術

NTT が従来から力を入れている光アクセスサービスのエリア拡大のため、NTT アクセスサービスシステム研究所（以下、AS 研）は、
光アクセスサービスを支えるGE-PON（Gigabit Ethernet-Passive Optical Network）の提供可能距離を延伸するための技術を開発した。

光アクセスサービスを支える GE-

PON では図１のように、一つの

PON は、NTT 局内に設置される光

OLTと光スプリッタ間の回線を複数

加入者線端局装置（以下、O L T ）

の ONU が共有する。ここで信号衝

と、利用者宅内に設置される終端装

突が発生しないよう、送信タイミン

置（以下、ONU）の距離をアナロ

グ制御（以下、TDMA制御）を行う

グ回線のサービスエリアと同じく

のだが、そのためには OLT から各

7km までとしている。

ONU までの距離を正確に測定（以
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しかし、ルーラルエリアを含む国

下、Ranging）する必要がある。こ
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内全ての地域で光アクセスサービス
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のロジカルリーチの限界である。

制御に対応できるよう DBA を改造

と同じ様に設備投資をしていてはコ

GE-PONは開発当初ロジカルリー

ストが膨大になるという問題があ

チを 20km とした。そのため、回線
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の利用状況に応じて動的に上り信号

の距離の延伸に取り組んでいる。
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し、2009年３月に開発を終えている。

「メタル回線よりも長い距離に対
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えるよう設計されている。

をより長くすることが可能になるの
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光信号が届いていたとしても
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延伸に取り組みました。今年 3 月に
全ての技術開発を終え、NTT 事業
会社がサービス展開に利用できる状
態となっています。」（AS 研 第一推
進プロジェクトマネージャ 大塚 宗
丈氏）

OLTのバージョンアップ
OLTに搭載するプログラムの変更で対応可能であるため、
バージョンアップに伴う追加コストは発生しない。

レンジングが行われ、登録、
TDMA制御の対象となり
通信可能

A

40Km対応DBA

ONU A
B

C B A

OLT

ONU B
ONU C

C

光スプリッタ

図 1 DBA の改造によるロジカルリーチの延伸
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GE-PON の長延化技術

だが、単純に大きくはできない。

３月に完了している。

このように必要に応じて段階的に新
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GE-PON 長延化のために開発さ
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と考えています。」（大塚氏）

こうした問題を考慮し、遠くの
ONUから近くのONUまで対応でき
る適切なバランスの送信出力と受信
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上げ、受信感度を強くできるように
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図 2 GE-PON の長延化技術の適用イメージ
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えることができるようであれば、省
電力化や高速化などの技術開発を進
めることも考えられます。
」
（大塚氏）
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