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トランスポートネットワーク管理基盤技術

開発の経緯

これまでNTTネットワークサービ
スシステム研究所（NS研）にて開発
してきたトランスポートネットワーク
管理（TM）基盤EMS（Element Man
agement System）は，ネットワーク
を保守運用するオペレータの業務をサ
ポートする機能を持つ業務アプリケー
ション機能部と，抽象的なリソース要
求を具体的な装置コマンドへ変換する
装置インタフェース機能部という２ つ
の機能部から成るアーキテクチャを持
つことが特徴です．２ つの機能部間の
イ ン タ フ ェ ー ス は，TMF（Tele
Management Forum）が規定している
TMF513のデータモデル（トランス
ポートネットワーク管理のためのデー
タ モ デ ル と し てManaged Element，
Equipment等を規定）への操作として
記述されます．

複雑な伝送系オペレーションを対象
とする場合，オペレータの業務量を軽
減させるためには，複数のオペレー
ションを組み合わせて 1 つの大きな単
位のオペレーションを提供する処理

（業務シナリオの組立て）や，業務シ

ナリオが途中で失敗した際に元の状態
に 戻 す 処 理（ ロ ー ル バ ッ ク ）を，
EMSがサポートすることは必須です．
NS研では，各装置に対応するEMSを
開発する際，複雑な業務シナリオを動
作させるため業務アプリケーション機
能部を開発し，EMSとして各々リリー
スしてきました．

一方，装置単体への単発の設定制御
コマンドがオペレーションのベースと
なるようなシンプルなオペレーション
要件の場合には，複雑な業務シナリオ
や複数装置にまたがったロールバック
が必要ありません（図 1 ）．そこで，
業務アプリケーション機能部を軽量化
し，業務シナリオの組立てやロール

バック処理のロジックを持たずに
TMF513ベースのインタフェースで装
置インタフェース機能部を直に呼び出
すUI（User Interface）アシストプラッ
トフォームを開発しました（図 ２ ）．
UIアシストプラットフォームは，管
理対象装置にtelnetして装置コマンド
を実行するだけのオペレーションに比
べて，汎用的な必要最小限の機能でオ
ペレータをアシストします．

従来の業務アプリケーション機能部
をUIアシストプラットフォームに置
き換えることで，TM基盤EMSのマル
チベンダ対応の特徴を活かしつつ，シ
ンプルなオペレーション要件の場合の
EMS開発がさらに短期間化，低コス

簡易EMS UIアシストプラットフォーム TM基盤技術

図 1 　TM基盤のアーキテクチャ概要
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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

本稿では，オペレータによるネットワーク保守運用のための操作（オペ
レーション）が，装置単体への単発コマンドに紐付くようなシンプルなオ
ペレーション要件の場合に，より効率的に短期間・低コストでEMS

（Element Management System）開発を可能とするUI（User Interface）アシ
ストプラットフォームについて紹介します．
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ト化されます．

設 計 方 針

さまざまな管理対象装置に短期間か
つ低コストで適応するために，UIア
シストプラットフォームの開発にあ
たっては，特に汎用性を重視した設計
方針としました．設定制御，監視，構
成管理の業務ごとにUIアシストプ
ラットフォームの特徴を示します．

（1）　設 定 制 御
管理対象装置ごとの機種依存 ・ 装置

ベンダ依存の仕様に対しての差分開発
を極小化するため，装置への設定制御
はプルダウンによる操作内容選択方
式とし，CLI（Command Line Inter

face）ライクなパラメータ指定や実行
結果出力をする汎用画面としました

（図 ３（a））．オペレーションメニューを
プルダウン表示にすることで，メ
ニューの追加や削除といった追加開発
を容易に行えます．また，プルダウン
による操作内容選択時に表示される操
作内容説明文は，オペレータにより自
由に編集が可能です．

（２）　監　視
警報通知情報に関しては，管理対象

装置が発生中の警報を常に参照できる
とは限らないため，従来の業務アプリ
ケーション機能部と同様に，EMSの
データベース上で発生回復のペアリン
グ管理をします（図 3（b））．UIアシス

トプラットフォームでは，汎用性を重
視し，TMF513におけるAlarm No ti
fi cation，TCA Notification等 の デ ー
タモデルの属性をあらかじめEMSの
データベースのカラムとして定義して
います．警報表示画面に表示するカラ
ムは選択可能です．そのことにより，
管理対象装置の警報通知情報の仕様差
分に起因するデータベース定義変更を
極小化しています．

（3）　構 成 管 理
EMSがデータベース管理する情報

は装置へのコネクションを確立するた
めの必要最小限の情報のみとし，装置
のステータスなどの情報はすべて装置
から随時取得します．装置から取得し

図 2 　従来の業務アプリケーション機能部とUIアシストプラットフォームとの比較
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た情報は，表形式にて画面表示し，項
目名などのラベルを編集可能とするこ
とで汎用性を持たせました（図 3（c））．
この汎用性によりEMS開発の短期間
化，低コスト化が大きく期待できます．

汎用性の実現

設定制御に関しての汎用性の実現方
法を説明します．UIアシストプラッ
トフォームは，定義ファイルを呼び出
すことに特化した汎用的な設定制御画
面を提供することにより，異なった管
理対象装置に適用する際のロジック変
更への影響を極小に抑えることをねら
いました．汎用的な設定制御画面から
は，TMF513ベースのインタフェース
を単発で呼び出すことができます．複
数のTMF513ベースのインタフェース
の呼出しにまたがってのロールバック
などの複雑な処理をすることはできま
せんが，単発の呼出し内であればロー
ルバック処理についても定義ファイル
にて実装することが可能です．複雑な
オペレーション要件の場合にUIアシ
ストプラットフォームを適用すると，
業務シナリオやロールバックといった
高度な運用知識や操作をオペレータに
要求することになるため適用する際は
適合性を十分に確認する必要がありま
すが，装置単体への単発の設定制御コ

マンドがオペレーションのベースとな
るようなシンプルなオペレーション要
件の場合には，設定制御を汎用画面で
提供することによりEMS開発を短期
間化，低コスト化できます．

UIアシストプラットフォームは，
外部に定義したSG（System Gen er a
tion）ファイルから動作に必要な情報
を読み込み，画面表示やTMF513ベー
スのインタフェースの呼び出しを実
施します（図 ４ ）．カテゴリ，オペレー
ション，説明，警告，権限などをSG
により柔軟に追加変更可能です．SG

の具体例を図 ５ に示します．
① 　カテゴリSGは，オペレーショ

ンメニューを任意にグループ化
するための設定です．カテゴリの
品ぞろえは任意に追加できます．
カテゴリ選択時に，そのカテゴリ
に紐付けられたオペレーション
メニューを表示します．

② 　オペレーションSGは，装置に
対するオペレーションメニュー
を表示するための設定です．オペ
レーションメニューとしてプル
ダウンリストで表示される文言

装置への
コネクション確立の
ための最小限の情報

表形式の画面
表示で，項目名
などは編集可能

図 3 　設計方針のイメージ図
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図 4 　UIアシストプラットフォームのSG
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と，TMF513ベ ー ス の イ ン タ
フェースとを関連付けします．ま
た，オペレーションメニューに
よって引数が必要な場合はSGの
設定によりオプション欄への入
力と紐付けることができます．

③ 　説明SGは，オペレーションメ
ニュー選択時に表示する説明文
を定義するための設定です．引数
の候補値を書き込んでおき，必要
に応じて値をコピーし，オプショ
ン欄に貼り付けることで引数の
入力をサポートすることも可能
です．運用中でもSG変更は可能
なので，ノウハウの蓄積にも活用
できます．

④ 　警告SGは，オペレーションメ
ニューを実行するにあたっての
装置への影響度に応じて，実行前
に警告メッセージを表示させる
ための設定です．

⑤ 　権限SGは，オペレータのユー
ザレベルに応じて，実行可能なオ

ペレーションメニューであるか
を判断し，画面表示を抑止（プル
ダウンに表示しない）するための
設定です．

UIアシストプラットフォームは，
これらのSGにより柔軟にオペレー
ションメニューを作成できることで，
汎用性を実現しています．

今後の展開

TM基盤技術を活用して，シンプル
なオペレーション要件の場合により
効率的に開発可能となるUIアシスト
プラットフォームを開発しました．す
でにこれを活用して，TM基盤EMSを
開発しています．今後は，UIアシス
トプラットフォームを簡易EMS作成
用のミドルウェアとして伝送系装置
以外へ適用することも視野に入れて
います．

図 5 　SGの具体例

①カテゴリSG

#CATKEY,カテゴリ名,機能名KEY
category01,パッケージ制御,cmd0001,cmd0002
category02,装置設定,cmd0003

#機能名KEY,オペレーション名,警告メッセージID
cmd0001,パッケージ登録,
cmd0002,パッケージ削除,warn9001

#機能名KEY,説明ファイル名
cmd0001,cmd0001_usage.txt
cmd0002,cmd0002_usage.txt

#説明文
装置における未登録のスロットを選択して，
必要な情報を入力し，パッケージを登録
※　オプションはスロットNo.，パッケージ
種別を入力する

cmd0001_usage.txt

②オペレーションSG

③説明SG

#警告メッセージID,警告メッセージファイル名
warn9001,warn9001.txt
warn9002,warn9002.txt

④警告SG

#機能名KEY,グループ名
cmd0001,system_grp,config_grp,accident_grp
cmd0002,system_grp,config_grp

⑤権限SG

（左から） 蓑輪  浩伸/ 古川  　毅/  
 武田  義晴/ 松本  眞哉

シンプルなオペレーション要件の場合に，
より効率的に短期間 ・低コストでEMS開発
を可能とするUIアシストプラットフォーム
を開発しました．汎用性がありさまざまな
案件に適用できるので，NTTグループ内に
普及していきたいと考えています．気にな
る案件がございましたら，ぜひともご一報
をお願いします．

◆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	 0422-59-7293
FAX	 0422-59-4945
E-mail　furukawa.tsuyoshi lab.ntt.co.jp


