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IOWN構想を実現する革新技術と事業へ貢献する先端技術に取り組む
NTTアクセスサービスシステム研究所

7 次世代を支える光ファイバ技術

IOWN 構想に基づく次世代光線路技術の
研究開発の取り組み
NTT アクセスサービスシステム研究所（以下、AS 研）では、昨年提唱した IOWN（Innovative Optical and Wireless
Network）構想の 3 本柱の一つである APN（オールフォトニクスネットワーク）に基づき、既存光ファイバ限界克服を
目指した SDM（空間分割多重）をはじめとする次世代光線路技術の研究開発を行っている。ここでは、① SDM ファイ
バ技術、②トポロジ可変光アクセス網構成技術、③新たなリーチ先に対する光提供機会の拡大技術について述べる。
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より、SDM ファイバの伝送特性制
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基 地 局 等 の 設 置において
機能的光分岐
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スター NW からループ NW の構成を検討
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光パスを現場で
簡易に引落し

は、事業者個別に設備構築
することは多大なコスト負
担が必要となることから、
事業者間で設備を共有する
インフラシェアリングおよ
び経済的な光ケーブル敷設
方法の検討が必要となる。
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