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トランスポートネットワーク管理基盤技術

TM基盤EMSの開発経緯

NTTネットワークサービスシステム
研究所（NS研）では，2011年にOADM

（Optical Add/Drop Multiplexer）向け
トランスポートネットワーク管理（TM）基
盤 EMS（Element  Management 
System）の開発を開始して以来，現
在に至るまでさまざまな装置向けの
EMSの開発を進めています．

本稿では，NS研がこれまで開発を
行ってきたTM基盤EMSと，その管理
対象装置について紹介します．

OADM向けTM基盤EMS

■開発の経緯
OADMは80波の光パスを波長多

重することで大容量伝送を実現す
る伝送装置です．R（Reconfigurable）
-OADM，BOADM, ROADM-3Gの 3
機種の装置が存在し，それぞれが複数
のベンダによって開発されていまし
た．これらの装置を運用しているNE-
OpS（Network Element-Operation 
System）のサーバハードウェアのEoL

（End of Life）が各々間近に迫ってい
たことから，TM基盤技術を計 5 機種

の装置に対応させて，EMSを各社の
NE-OpSの操作画面を統一することを
試みました．併せて，新規開発が進
んでいたNMS（Network Management 
System）とインタフェースを統一し
て，フロースルーオペレーションを効
率良く実現することを目的に，TM基
盤技術によるEMS開発が始まりまし
た（図 1 ）．OADM向けTM基盤EMS

（OT-EMS） は2013年 4 月 か らNTT
東日本で，同年 6 月からNTT西日本
で導入が始まっています．
■技術的な特徴

OT-EMSでは，既存NE-OpSのリ
プレースとして，NE-OpSと同等の光
パスの管理への対応と操作画面の提供
が必要でした．

また，OT-EMSの開発では，TM基
盤技術の初の実用化案件として，
TMF513（1）オブジェクトモデルを初め
て実システムの設計に反映することに
なりました．TMF513オブジェクトは
論理オブジェクトと，物理オブジェク
トに分類されます．論理オブジェクト
は光パスを表現するために用い，物理
オブジェクトは装置に実装されている
パッケージやモジュールなどを表現す
るために用います．EMSによる実際
のパス制御ではパスを収容している

パッケージなどの物理情報を指定して
制御するため，論理オブジェクトと物
理オブジェクトを互いに紐付けて管理
しますが，このとき各装置の構造を可
能な限り正確に把握し，管理に必要な
情報を不足なく紐付けるオブジェクト
規定を行いました．また，既存NE-
OpSと同等の機能を実現するため，エ
リアやビルといったNTT独自のオブ
ジェクトも使用しています．

OT-EMSの開発で決定したデータ
モデルは，後のTM基盤EMSで技術拡
張を行う際のデータモデルのベースと
なっています．

PTS向けTM基盤EMS

■開発の経緯
100G-PTS （100G Packet Transport 

System）装置は，より柔軟で効率
的な伝送ネットワーク構築を目的に
開発された装置です．この装置には
大容量の100G光パスをサポートす
る光伝送部のほかに，MPLS-TP

（Multiprotocol Label Switching-
Transport Profiile）と呼ばれるパケッ
ト伝送プロトコルを用いるパケット伝
送部が存在します．100G-PTS管理の
ためにOT-EMSでサポートしていた
光ネットワークモデルを100G-PTS装
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置向けに拡張した100G-PTS向けTM
基盤EMS（PT-EMS）の開発がスター
トしました．PT-EMSは2014年11月
からNTT東日本で導入開始されてお
り，また，NTT西日本でも2015年に
導入が予定されています．
■技術的な特徴

OADMは装置ごとに伝送路を最大
2 方路設定するため，伝送網は必ず輪

（リング）型または線（リニア）型構
成をとり，OT-EMSではこのリング ・
リニアを伝送路の管理単位としていま
した．一方で100G-PTS装置の光伝送
部は最大 8 方路の構成が可能となっ
ており，より複雑な網トポロジ構成が

可能です．
PT-EMSではOT-EMSまでの伝送

網オペレーションとの親和性を考慮
し，サポートしていたリング ・ リニア
ネットワークを管理単位としつつ，複
数のリング ・ リニアネットワークを組
み合わせた管理単位を追加で規定する
ことで，オペレータが従来どおりのリ
ング ・ リニア単位に管理することを可
能とするとともに， 3 方路以上の複雑
な構成も管理できるようにしました

（図 2 ）．
また，PT-EMSではパケット伝送部

が扱うMPLS-TPパスに対しTMF513
オブジェクトモデルの装置 ・ パッケー

ジ ・ パス端点 ・ 経路等といった，光パ
スと同じ抽象的な要素として表現がで
きることの確認を行いました．そのた
め，基本的な管理方式をOT-EMSか
ら引き継ぎ，パス管理および運用フ
ローを光パスに近いオペレーションで
実現することができました．

さらにMPLS-TPパスの実現する
複雑な網構成を活かしたオペレーショ
ンとして，PT-EMSは第三経路切替
機能を実現しています（図 3 ）．通常，
2 拠点間のパスは運用系 ・ 予備系の
2 系に冗長化することで耐故障性を
高めていますが，PT-EMS内部に運
用系 ・ 予備系以外の切替先候補となる
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図 1 　OADM向けTM基盤EMSの概要
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第三経路の情報をあらかじめ予約登録
し，片系が故障した場合に系を組み直
して冗長構成を維持することができま
す．第三経路切替は装置が提供してい
る機能ではありませんが，手順を意識
せずに切替できるように画面遷移を工
夫しており，そのため災害時にも迅速
に対処可能となっています．

PTM-XC向けTM基盤EMS

■開発の経緯
PTM-XC（PTMクロスコネクト）

装置はPTMリンクシステムをベース
マシンとした，MPLS-TPを用いたパ
ケットスイッチによりSDH網におけ
る低速パス（VC-11およびVC- 2 ）の

クロスコネクトを行う装置です．PTM-
XC装置の管理には，SDHのパス管理
が必要です．そこで光パス管理および
MPLS-TPパス管理を確立していた
TM基盤技術の活用による，PTM-XC
向けTM基盤EMS（PX-EMS）の開
発を進めることになりました．PX-
EMSは2014年 9 月からNTT東日本，
NTT西日本で導入が開始されました．
■技術的な特徴

PX-EMSではこれまでのTM基盤技
術の論理オブジェクトをSDH対応に
拡張しています．

PTM-XC装置の管理では，TMF513
のオブジェクトモデルをベースに，
SDH階梯終端点管理，SDH試験点登
録 ・ 読出など，SDHネットワークの
パス管理への対応が必要です．そのた
めに，TMF513オブジェクトモデルに
SDHの低次パスであるVC-11の端点
をマッピングしています．

高効率衛星通信システム向けTM
基盤EMS

■開発の経緯
災害時における被災地での通信手段

や離島への通信手段の提供を目的と
し，衛星回線（RS-422: Recommended 
Standard- 422）を利用する衛星通信
システムが運用されています．衛星回
線終端装置（SYS-U: System Unit）
は，衛星通信システムを構成する通信
装置の老朽化に伴い，SDHの終端機
能やエコーキャンセラ機能，モデム機
能などを統合することによる，ネット
ワークのシンプル化および衛星回線の
高効率化を目的とした装置です．

SYS-U装置は衛星回線として（V）

図 3 　PTS向けTM基盤EMSの第三経路切替機能
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図 2 　PTS向けTM基盤EMSの特徴
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C11＊パスを終端し，伝送装置側のイ
ンタフェースはSDH光信号で通信を
行っており，通信警報やクロスコネク
ションの単位がPTM-XC装置と同じ
であるため，同一のTMF513のオブ
ジェクトモデルで管理できるメリット
がありました（図 4 ）．PX-EMSまで
の基盤機能を流用することによる効率
的な開発を目的とし，高効率衛星通信
システム向けのEMSにTM基盤技術を
適用しました．
■技術的な特徴

TM基 盤 技 術 は，TMF513の オ ブ
ジェクトモデルを拡張し，光パス，
MPLS-TP，SDHと適用領域を拡充
してきました．高効率衛星通信システ
ム向けTM基盤EMS（SAT-EMS）に
おいても，（V）C11パスおよびVC-11

パスに対して，TMF513のオブジェク
トモデルを適用することで効率的なシ
ステム開発を実現しています．

さらにSAT-EMSの管理対象のパス
の粒度として， PX-EMSで管理対象
のVC-11パス（1.5 Mbit/s）より細か
い単位である信号チャネル（64 kbit/s）
単位での制御を可能としました．

今後の展開

TM基盤技術は，各装置向け実用化
開発と合わせて対象とするトランス
ポート技術を拡張してきました．

今後は，拡充してきたトランスポー
ト技術を用いたより効率的な開発の推
進，並びにさらなる共通機能やトラン
スポート技術の拡充に向け，研究開発
に取り組んでいく予定です．

■参考文献
（1） “Multi-Technology Network Management 

（MTNM） Business Agreement Release 3.5，”  
TMF 513，2007.

図 4 　PTM-XC装置とSYS-U装置の接続モデルの比較
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（左から） 大柳  浩之/ 石塚  祐一郎/
  加藤  能史/ 蓑輪  浩伸

NS研では，装置開発に対して早期にリ
リースが可能かつプロダクトごとに統一さ
れた共通基盤を目指してきました．今後も
EMSの実用化に向け，技術の研究開発を推
進していきます．

◆問い合わせ先
NTTネットワークサービスシステム研究所
	 オペレーション基盤プロジェクト
TEL	 0422-59-4139
FAX	 0422-59-4945
E-mail　ooyanagi.hiroyuki lab.ntt.co.jp＊	（V）C11パス：必要最低限のオーバーヘッドを

収容したC11パス．


