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トランスポートネットワーク管理基盤技術

背景とTM基盤技術のねらい

NTTの通信網は多種多様な装置に
よって構成されており，装置を管理す
る EMS（Element  Management 
System），ネットワーク全体を管理す
る NMS（Network Management 
System）などを用いて保守運用が行
われています．近年のサービス多様化
に伴い，ネットワークに求められる機
能は複雑化しており，伝送装置におい
ても機能ごとに細分化される傾向があ
ります．その結果として，細分化され
た伝送装置それぞれに対してEMSが
導入されることになり，多様なEMS
の存在は保守者負担の増加や導入コス
ト，維持管理コストの増大につながっ
ています．また，それぞれの伝送装置
に対して個々にEMSの導入を進める
場合，それぞれが備える保守機能，お
よびそのインタフェースに差分が生ま
れるために，大規模網の運用において
不可欠となるNMSとEMSの連携によ
る一元監視，設定制御のフロースルー
化といった運用の効率化を実現するこ
とが難しくなります．

NTTネットワークサービスシステ
ム研究所（NS研）は，保守者負担を
軽減し運用の効率化を進めるために

は，個々に全く異なるEMSを導入す
るのではなく，異なるトランスポー
ト技術（SDH，OTN，MPLS-TP等）
や異なるベンダの装置に対しても共通
的に適用可能なトランスポートネット
ワーク管理の基盤を整備し，この基盤
をベースに各EMSを構築 ・ 導入する
ことで操作や保守に統一性を持った管
理を実現することが望ましいと考えま
した．そこで，さまざまな装置の差分
を吸収するためのアーキテクチャと，
保守者やNMSに共通で利用できる管
理機能群 ・ インタフェースを提供する
ことにより，大規模なトランスポート
ネットワーク管理のシンプル化，およ
び運用コストの削減を実現する，トラ
ンスポートネットワーク管理（TM）
基盤技術の研究開発を進めてきました

（図 1 ）．

TM基盤技術の特徴

TM基盤技術は，さまざまな装置の
差分を吸収し，保守者やNMSに共通
で利用できる管理機能群 ・ インタ
フェースを提供するうえでのソフト
ウェア構造上の 2 つの大きな特徴を
有しています．

1 つは，システム内部の標準インタ
フェースと管理モデルに関するもので

す．NS研では，NMSとEMSのイン
タフェースとして標準化されている
TMF513（TeleManagement Forum 
513）（1）に基づくデータモデルを，こ
れまでに培った装置管理ノウハウを
ベースに具体化 ・ 詳細化し，実用レベ
ルに引き上げたうえで，EMSの内部
に適用しました．この内部インタ
フェースにより，インタフェースの上
位にある業務ロジックを扱う機能部

（業務アプリケーション機能部）では，
管理対象となるネットワークを汎用的
なリソースとして扱うことができるよ
うにモデル化しています（図 2 ）．従
来，NMSとのインタフェースについ
ては，標準インタフェースとして存在
しながら監視は共通化できても，管理
対象がベンダOpSによって大きく異
なり，制御のフロースルーがなかなか
できないといった状況がありました
が，これにより，NMSからさまざま
な装置にフロースルー制御を行うこと
が容易になりました．TMF513を大規
模なネットワークで具体的に適用，応
用した例は世界の他キャリアにもまだ
ありません．

もう 1 つの特徴は，開発において装
置ベンダとのパートナシップを構築し
やすくする内部アーキテクチャです．
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多種多様な装置管理の共通化を目指すトランス
ポートネットワーク管理基盤技術

NTTネットワークサービスシステム研究所では，多種多様な装置が混在
するネットワークにおける装置の一元管理や保守運用業務の効率化といっ
た課題に対し，装置管理の共通化を進めるトランスポートネットワーク管
理（TM）基盤技術の研究を行ってきました．本稿では，本技術のコンセ
プトと特徴を紹介します．
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NGN（Next Generation Network）の
オペレーションシステムとして運用さ
れている転送系EMS（2）をはじめとし
た，これまでにNS研で培ってきた多
様な装置管理ノウハウを伝送装置に適

用することで実現しています．具体的
には，装置個別のシーケンスやコマン
ド差分を吸収する機能を「定義ファイ
ル」と呼ばれる仕組みにより局所化し，
装置ベンダとの分担開発とカスタマイ

ズを容易にしました．これにより，コ
マンドやシーケンスの差分程度であれ
ば，業務アプリケーションを変えるこ
となく，別装置を収容することができ
るようになっています（図 3 ）．

以降では，これらTM基盤技術の 2
つの特徴を詳細に説明します．
■TMF513による管理モデル

TM基盤技術では，装置や伝送パス
の構成を管理するうえで，TMF513に
基づくデータモデルを用いています．
標準であるTMF513を適用 ・ 拡張する
ことにより，さまざまな装置を同一の
データモデルで表現することができ
ます．

例えば，TM基盤技術が管理対象と
した装置として，OADM（Optical Add/
Drop Multiplexer）および，100G-PTS

（Packet Transport System）と呼ば
れる伝送装置があります．OADM
は光の波長を使用する「光パス」を
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図 1 　TM基盤技術によるNMS/EMS連携
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扱 う 装置で，これはOTN（Optical 
Transport Network）と呼ばれるトラ
ンスポート技術が基になっています．

一方，100G-PTSでは，光パスに
加えて，MPLS-TP（Multi-Protocol 
Label Switching-Transport Profile）

というトランスポート技術によりラベ
ル付替えを使用する「LSP（Label 
Switched Path）」を使用することが
できます．このように，同じパスでも
装置によって異なるトランスポート技
術を使用しており，特徴が異なります
が，TMF513を基にしたデータモデル
により，物理的な端点，および論理的
な端点，さらに論理端点どうしのクロ
スコネクトと，それらを結ぶ経路と
いった概念による共通的なモデルで表
現することができます（図 4 ）．

上記では，伝送パスを一例として挙
げていますが，TM基盤技術では，異
なるトランスポート技術を扱うさまざ
まな装置をTMF513に基づくデータモ
デルで表現しています．これにより，
EMSによる管理では，装置ごとの技

図 3 　定義ファイルによる装置個別差分の局所化
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術の大きな差を吸収し，ネットワーク
リソースとして汎用的に扱うことがで
きるようになります．
■定義ファイル

前述のとおり，業務アプリケーショ
ン機能部においてネットワークモデル
を汎用的に扱うことができますが，実
際に装置制御を行う場合は，その装置
に合わせた通信方式を用いて装置が解
釈できる独自のコマンドを発出する必
要があります．私たちは，装置に合わ
せた柔軟な制御を実現するため，装置
個別のシーケンス ・ コマンドの差分を
吸収し局所化する定義ファイルを考案
しました．

定義ファイルは，NGNの転送系EMS
の概念を拡張した仕組みです．転送系

EMSでは，転送系装置に対し，上位
システムからの要求を装置コマンド仕
様に合った一連の「コマンドシナリオ」
に変換し，このシナリオを基に，指定
された 1 つの装置に対しそれぞれ設
定をしていました．しかし，伝送装置
には，複数の装置に対して設定が必要
なオペレーションが数多くあります．
例えば，パスを登録するためには，パ
スの始点（A端点），終点（Z端点），
中継点となる複数の装置に対して一連
のシーケンスの中で制御を行わなけれ
ばなりません．

このように伝送網には，複数装置群
への設定要求といった，転送装置の管
理にはない要件があり，TM基盤EMS
の定義ファイルはそれらを満たすため

の拡張が施されています（図 5 ）．具
体的に，複数の装置に対してどのよう
な順番で設定を実行するかを定める仕
組みが追加されました．装置種別ごと
に，複数装置に対する設定順序が定義
されており，設定順が固定されるケー
スに加え，パス登録などにおいて中継
装置の有無やその数によって設定順が
変動するようなケースにも対応可能な
判定ロジック機能が追加されていま
す．この仕組みによって，パスに対す
る複数装置への設定が適切な順序で実
施できます．

このように，TM基盤技術の定義
ファイルには，転送系EMSが持つコ
マンドシナリオの概念に加え，複数装
置の設定順序の定義が新たに追加され

図 5 　転送系EMSの概念の拡張
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（b）　TM基盤EMS
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ており，伝送網のオペレーションへの
柔軟な設定制御が実現されています．
管理対象装置のアップデートによるコ
マンドインタフェースの変更が発生し
た場合，定義ファイルのコマンド部分
の書換えのみで対応できるなど，高い
カスタマイズ性による効率的な開発が
期待できます．

TM基盤技術のその他工夫点

前述のTMF513内部インタフェース
と定義ファイル以外にもTM基盤技術
には工夫点があります．

例えば，業務シナリオの部品化もそ
の 1 つです．TM基盤EMSでは，業務
シナリオの共通的な部分を流用し，個
別部分を追加することにより，開発の
効率化を図っています．具体的には，
EMSサーバ保守運用にかかわる機能
など対象となるネットワークや装置に
依存しない機能を「EMS汎用」，装置
ベンダに依存しないパス管理機能など
の伝送系EMSが有する機能を「トラ
ンスポート拡張」，特定の装置固有の
管理機能を「装置対応拡張」と定義し，
流用可能とする範囲を基に業務シナリ
オを 3 つに区分しています．これによ
り，新規のネットワークや装置を管理
対象とした新たなEMSを開発する場
合，トランスポート拡張や，装置対応
拡張のような特定のネットワーク管理
部品を必要に応じて増やして開発する
ことが可能です．

ほかには，装置に適合した通信プロ
トコルを用いて通信を確立する「プロ
トコルアダプタ」が挙げられます．例
えば，ある装置ではTL1（Transaction 
Language 1 ）を使用して警報，制御

コマンドを同一の接続で扱いますが，
別の装置では制御はTELNETを使用
し，警報はSNMP（Simple Network 
Management Protocol）を使用するな
ど，装置によって通信方式が異なりま
す．そのため，それぞれの装置に見合っ
た通信方式の選択を行う必要があり，
プロトコルアダプタによってこれら差
分を吸収します．TM基盤技術を用い
たEMSの開発とともに，現在プロ
トコルアダプタはTL1，TELNET，
SNMPv1，SNMPv2cといった一般的
な装置との通信プロトコルには対応で
きるようになっています．

今後の展開

NS研では，TM基盤技術を適用し
たEMSの開発を2011年に着手しまし
た．これまでに，SDH/OTN/MPLS-
TP技術に対応した基盤を構築してき
ており，初期に開発したプロダクトは
すでに事業会社に商用導入されていま
す．開発を行った各EMSの詳細につ
いては，本特集記事『トランスポート
ネットワーク管理基盤技術による
EMS開発と実用化』で説明します．

また，より広い範囲の装置管理への
展開も視野へ入れ，シンプルなオペ
レーション要件に対応する簡易型プ
ラットフォーム「UIアシストプラッ
トフォーム」の開発も行っています．
この取り組みについては本特集記事

『トランスポートネットワーク管理基
盤技術を活用したUIアシストプラッ
トフォーム開発』で紹介します．

ま た 今 後 は，NTT情 報 ネ ッ ト
ワ ー ク総 合 研 究 所 全 体 で 進 める
NetroSphere構想においても，装置制

御などのオペレーション機能を部品化
するための技術とのかかわりが大きく
なると考えており，NTT研究所や事
業会社の関連部署と議論を重ねながら
TM基盤技術の改良を進めていく予定
です．
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NS研では多種多様な装置の管理共通化を
目指して，TM基盤技術の研究を進めていま
す．今後はNetroSphere構想への寄与も視
野に，新しいオペレーション技術の確立に
取り組んでいきます．
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