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オペレーショナル・エクセレンス の実現を目指す
NTTコミュニケーションズの取り組み

2 400Gbps伝送基盤

増え続けるトラフィックに対応した
高性能・高信頼の 400Gbps 伝送基盤構築
NTT コミュニケーションズ
（以下、NTT Com）
は 2019 年 12 月、東京 - 大阪間に世界最高水準となる 400Gbps バックボーン
ネットワークを構築したことを発表した。1Tbps の時代も見据えた低損失の光ファイバー
（以下 CSM）
ケーブルと最先端の
高度デジタルコヒーレント光伝送装置
（400G-OXC）
を採用しているほか、経済性や信頼性の面でも優れた特長を備えている。

東京 - 大阪間に世界最高水準と
なる400Gbps伝送基盤を構築
あらゆる業界においてデジタル化
が進展する中で、動画や画像、音楽
などをはじめ、大容量データの流通

NTT コミュニケーションズ株式会社 プラットフォームサービス本部
インフラデザイン部

や利活用が拡大している。これに伴

（左から）担当課長

い急増するトラフィック需要に対応

インフラ部門

内山 和明氏 主査 佐野 勝彦氏
主査 鍜治 明宏氏 増田 陽氏

担当課長 穴田 悟氏

するため、NTT Com は伝送基盤の
高性能化・高信頼化を進めている。

いる DSM ファイバーケーブルは、

送に優れ、主に海底ケーブルで利用

近年の大きな成果の 1 つが東京 - 大

当時最も長延化特性が優れ経済有利

される CSM ケーブルを採用しまし

阪間に構築した 670km に及ぶ世界

なファイバーであったが、400Gbps

た。さらに NTT 研究所で開発され

最高水準の 400Gbps 伝送基盤（以

伝送を実現するにはこれまで以上に

NTT Com の実フィールドにおける

下、本伝送基盤）である。

多くの中継伝送装置が必要となりま

実証実験を経て実用化した 400G-

す。そこで今回、長距離・大容量伝

OXC と 組 み 合 わ せ る ことにより、

「現在の東海道ルートで使用して

優れた特長を持つ伝送基盤を実現し
凡例

ました」（穴田氏）

: 新設ケーブル
: 既存ケーブル

とう道などの
堅牢な地下設備の活用

: 新設伝送装置
: 既存伝送装置

大容量・高密度実装
disaggregationアーキテクチャ採用

これらを採用することで、伝送容
量と伝送距離が既存装置のそれぞれ
既存に比べて 2 倍高い性能でかつ

コア低損失大口径
光ファイバーケーブルの敷設

ビット単価も 1/2 にすることが実
現できた。

ケーブル接続ポイントの半減

設計や工法の工夫により中継伝送
装置数を削減し高信頼化を実現

中継伝送装置数の削減

ハザードリスクを考慮した
最短のルート選定

※図はイメージです。
実際のケーブルルートとは異なります。

図1
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東京 - 大阪間の 400Gbps 伝送基盤イメージ

長 距 離・ 大 容 量 伝 送 に 優 れ た
CSM ケ ー ブ ル と 最 先 端 の 400GOXC の採用に加え、極力最短距離
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となるルート選定やケーブルを従来
の倍となる 4km 毎で接続するなど
設計や工法の工夫も重ねた。4km
毎の接続は「不可能」という意見が
出るほどチャレンジングな取り組み
であったが、現場レベルでのさまざ
まな工夫と努力により実現させた。
「高いスキルを持つ現場作業員に
より 4km 接続による接続点の半減
に加え、各接続点損失の低減などの
取り組みを積み重ねこれまでで最高

図2

品質の光ファイバーネットワークを

CSM ケーブル敷設の様子

構築することができました。また

る。ハザードリスクを考慮してルー

超高速・低遅延な学術情報ネット

400G-OXC への配線は非常に高密

トを選定したほか、全ルートでとう

ワーク

度で複雑であり取り回しが難しいの

道や管路などの堅牢な地下埋設設備

の一部として採用されたのを皮切り

ですが、現場作業員の知見を活かし、

を利用しケーブルを敷設した。

に商用利用が進んでいる。

SINET5

のバックボーン

運用性・保守性を格段に向上する配

工期の短縮による建設コストの抑

また東京 - 大阪間の冗長化ニーズ

線方法を確立することができまし

制も成果の 1 つであった。既設の東

に応えるべく、現在は中央道ルート

た」
（内山氏）

海道ルートは構築に 4 年を要したが、

で同様の伝送基盤構築を進めてい

本伝送基盤の構築は 1 年で完了した。

る。今後もニーズを見極めながら

べ 40% 低減したほか、長距離伝送

ケーブルを牽引する装置など技術の

ルートを拡充していく方針だ。

に必要な光信号と電気信号を相互に

進化に加え、ケーブルメーカーの協

「高性能・高信頼の伝送基盤には

変換する中継伝送装置数を 50% 削

力を得て 100km/ 月の生産体制を整

さまざまな通信を支える社会インフ

減し、故障リスクを大きく低減程度

えたことが功を奏した。

ラとして、公共的な価値があると考

最終的には光損失をこれまでに比

することができた。

また従来は異なるベンダーの伝送
装置を混在させることはできなかっ

その他の特長：高い信頼性、コスト
抑制、ベンダーロックイン回避

たが、400G-OXC は ディスアグリ
ゲーション構成

という新たなアー

えています。より信頼性を高め拡充
していきたいと思います」（内山氏）

さらに高性能の伝送基盤実現
に向けた準備も進行中

本伝送基盤のその他の特長として

キテクチャー（図 3）を採用し、マ

信頼性耐の強化を挙げることができ

ルチベンダー構成を可能にした。こ

増加し続けるトラフィック需要に

れにより新しい技

対応するため、400Gbps の 2 倍以上

術や機能を迅速に

の性能を有する 1Tbps 伝送基盤の実

取り入れやすく、

現に向けた技術開発にも取り組んで

最適な投資効果を

いる。2019 年には研究所と一体と

得やすくなった。

な っ て、 商 用 CSM ケ ー ブ ル に て

Disaggregation型の伝送システム
All-in-Oneの伝送システムに対し機能部位ごとに柔軟に組み上げられる
アーキテクチャ
プロセスの自動化
オペレーション
サポートシステム

マルチベンダ対応

Open API

(Netconf/YANG etc.)

トランス
ポンダ部

共通部

(WSS/AMP)

光モジュール

共通部

トランス
ポンダ部

(WSS/AMP)

光モジュール

異なるベンダに変更可能

機能部が分離することによる運用リスクを解消
施工
ケーブル配線の集約/分散

図3

在庫管理
搭載位置のルール化

保守
電源ケーブルのコネクタ化

マルチベンダー対応可能なアーキテクチャー
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ニーズを見極め
ながら 400Gbps
伝送基盤の構築を
拡大
本伝送基盤は

1,122km にわたり 1Tbps で光信号
を伝送させることに成功している。
「近い将来の商用回線への利用を
視野に入れ、性能やコストのバラン
スを考慮しながら実用化に向けた開
発を継続しています」（穴田氏）
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