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背　景
近年，通信事業者を取り巻く環境が
大きく変化してきています．この変化は
特に，通信事業者が提供するアクセス
からコアに至るネットワークの領域とビ
ジネスの領域の2つの領域で顕著です．
ネットワークの領域においては，仮想

化技術が進展してきています．仮想化
技術ではネットワークの機能がソフト
ウェアによって実現され，安価な汎用
サーバ・スイッチによるネットワーク構
築が可能となります．従来は専用の通
信装置を運用してきましたが，ハード
ウェアとソフトウェアに分かれたことに
より，運用コスト（オペレーションコスト）

の増大が懸念されています．
一方，ビジネスの領域においては，通
信事業者は単なる回線サービスの提供
者の立場から，サービス事業者と協業
してエンドユーザにサービスを提供する
新たなビジネスモデル「B2B2Xモデル」
への転換により，さまざまなサービス事
業者とサービス共創する仕組みづくり
をめざしています．サービス提供者があ
らゆる業種にまたがることから，通信事
業者においても多様なビジネスへ柔軟
に対応することが求められています．そ
のため，通信事業者のオペレーションに
おいても，さまざまなネットワークや
サービスを柔軟に組み合わせてサービ
ス提供を可能にすることが求められて
います．

オペレーションサポート
システムの要件
通信事業者のオペレーションでは，顧
客からのサービス申込（オーダ）を受け
付け，サービス要件に基づきネットワー
ク装置を設定し，顧客へ通信サービス
を提供する業務を行っています．このと
き，業務を効率化するシステムをオペ
レーションサポートシステム（OSS）と
呼びます．OSSは，ネットワークの通信
方式ごとに必要な管理情報をデータ
ベースとして保持し，それらの情報を管
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NTTアクセスサービスシステム研究所では，将来の仮想化ネットワーク時代を見
据え，現行のネットワークも含めた多様なネットワークを柔軟に管理できるネット
ワークオペレーションの実現に取り組んでいます．ここでは統一的な情報モデルに
よる管理仕様の表現手法により，多様なネットワークを横断的にオペレーションで
きるネットワークリソース管理技術について紹介します．
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理する機能を具備しています（図１）．
仮想化による運用の複雑化の回避や
多様なビジネスへの対応を実現させる
ために，OSSのつくりにおいては以下
の要件を満たす必要があります．
①�　ネットワークを構成する装置や
ファイアウォールのようなネット
ワーク機能を柔軟に追加可能にする
②�　ネットワークやサービスの要素を
組み合わせて新たなサービスを容
易に提供する
従来，OSSは通信事業者が提供する
“通信サービスおよびそのネットワーク”
ごとに特化して開発・構築されていま
す．このような開発・構築形態をサイロ
型と呼び，①に対応するためには非常
に大きな開発コストがかかることが問題
となっています（1）．

このようなOSSで管理するネットワー
クの情報モデルを統一化する取り組みが
これまでなされてきており，具体的には
TM�Forumで議論されている情報フレー
ムワーク（SID:�Shared�Information/Data�
Model）があります（2）．しかしながら，統
一的な情報モデルを採用するだけでは，
新たなネットワーク装置の追加による管
理属性の変更に伴うOSSのデータベー
スや管理機能への影響を排除しきれま
せん．したがって，①に対応するために
はOSSに装置やネットワーク固有の管
理属性を柔軟に追加する機構が必要と
なります．
さらに，従来のようなサイロ型のOSS
では，②に対応するために，異なる通
信サービスを横断的に組み合わせて，
利便性を高めたかたちで通信サービス

を利用者へ提供することは困難でした．
②を実現させるためには，ネットワーク
を構成する物理的な装置から，その装
置で利用される通信プロトコルのレイヤ
に関する情報を縦方向に統一的に管理
することが求められます．同時に，アク
セスからコアのネットワークを横方向に
エンド・ツー・エンドで管理することも
求められます．

ネットワークリソース 
管理技術
このような課題に対して，私たちは多
様なネットワークへ柔軟に適応するネッ
トワーク管理アーキテクチャを研究して
います（3）．
研究を進めているアーキテクチャの
概要を図 ２に示します．本アーキテク

図 2 　ネットワークリソース管理アーキテクチャ

オペレータ
投入

仕様（Specification）

ネットワークリソース管理アーキテクチャ

IPネットワーク用Specification VLAN用Specification 伝送ネットワーク用Specification

IP ネットワーク
データベースデータベース

イーサVLANネットワーク

伝送ネットワーク

実体
（Entity）

ルータ ルータL2スイッチ L2スイッチPTS PTS



NTT技術ジャーナル　2017.750

チャでは，ネットワーク管理に必要な
データベースを構築するための機構とし
て，汎用的な管理対象の実体（Entity）
をベースに構成管理する機能とともに，
個々の装置・通信プロトコルの特性を
OSSの プ ログラムとは 別に 仕 様
（Specification）として外部規定する仕
組みを具備します．この際に縦方向の
レイヤ間の関係も併せて規定すること
で，縦方向・横方向での統合的な管理
を実現しています．また，投入された仕
様および仕様間の関係に基づいてOSS
のプログラムの動作を変える機構を実
現しています．
本アーキテクチャにより，ネットワー
ク管理OSSを特定のネットワークに依
存しないように構築することができま
す．また，本アーキテクチャの特長とし
て，個々のネットワークの特性を適切に
表現できる拡張性を持っています．
本アーキテクチャでは，SIDのEntityの

うち，ネットワークの要素である個々のネッ
トワーク装置の実態に対応する定義がされ
ているLogical�Resourceを使用していま
す．SID�Logical�Re�sourceのEntityで表

現される情報は，通信ネットワークの情
報伝達能力を表現するために，統一的
な構成概念（定義や記号）を整理した
ITU-T�G.800を踏襲しており，通信プロ
トコルごとに装置が具備するフレームや
パケットの転送機能や符号化機能など
を概念としてとらえ，データ化している
ことが特徴です．さらに，OSI（Open�
Systems�Inter�con�nec�tion）参照モデルに
基づくプロトコルスタックを表現するた
めに，情報伝達能力の概念を再帰的に
定義できるよう規定しています．この
規定により縦方向のレイヤ間の関係を
表現することが可能となっています．
SID�Logical�Resourceのうち，本アー
キテクチャで採用した代表的なEntityと
して，3種のEntityがあります．
・TPE（Termination�Point�En�cap�su-
lation）：通信プロトコルのレイヤご
との終端点
・NFD（Network�Forwarding�Do-
main）：TPE間の接続関係を表し，
各レイヤにおける情報転送が可能な
領域
・FRE（Forwarding� Relationship�

En�cap�su�lation：NFD上に生成され，
情報転送のパスの実体
これらの汎用的なEntityを組み合わせ
てマルチレイヤの通信プロトコルの管理
に必要な管理情報を表現することが可
能です（図 ３）．
本アーキテクチャでは，上記の汎用
的なEntityに対して通信プロトコルごと
の特性を追加し，異なる情報を保持す
る機構を備えます．SIDではEntityの仕
様を規定する“Specification”クラスと，
その仕様を特徴付ける属性を規定する
“SpecCharacteristic”クラスが定義され
ています．また，SIDのEntityに対して，
プロトコルごとの特性を表す属性値を
規定する“CharacteristicValue”クラスが
定義されています．本アーキテクチャで
は，これらの仕様（Specification），属性
（SpecCharacteristic），属性値（Char�ac-
ter�is�ticValue）を用いて外部定義化して
利用することで，プロトコルごとの特性
を共通の汎用Entityに持たせることを可
能としています（図４）．
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図 5 　アークテクチャ実装実現例（IPネットワーク，VLANネットワーク）
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■IPネットワークを構成するEntity 
生成
本アーキテクチャを実装し，IPネット
ワークを構成するEntity生成の例を図 ５
の左半分に示します．
OSSのサービスやネットワークを開発
する工程において，IPネットワークを管
理するためのEntityのIPネットワーク固
有の情報をSpecとして定義し，本アー
キテクチャへ登録します．例えば，IPネッ
トワークを構成する点（TPE）におい
てIPアドレスとサブネットマスクを管理
するためには，1番目の属性（Spec-
Characteristic） と し てIPア ド レ ス
（Name）を，2番目の属性（Spec�Char-
ac�ter�istic）としてサブネットマスク
（Name）を追加するSpecを定義します．
Spec�Char�ac�ter�isticの valueFromと
valueToでIPアドレスやサブネットマス
クの取り得る範囲を，typeでIPアドレス
やサブネットマスクの値の形式を事前に
定義しておきます．このように“点
（TPE）のEntity”に直接属性情報を持
たせず，SpecCharacteristicとして拡張
可能とすることが本アーキテクチャの特
徴です．
OSSを用いたサービス提供の工程で
は，オペレータがIPネットワークの管
理のため，IPネットワークのTPEの
Entity生 成 を 指 示 す ると，TPEの
EntityにIPネットワーク用のSpecを適
用し，IPアドレスとサブネットマスク
を属性としてEntityと関連付けたデー
タ（TPE_IP1）を生成する流れとなり
ます．
■VLANネットワークを構成する 

Entity生成
もう1つの例として，本アーキテク
チャにおけるイーサVLANネットワーク
のEntity生成は，図 ５の右半分で示した
流れとなります．先ほどのIPネットワー
クの例と同様に，VLANネットワークの
サービスやネットワークを開発する工程にお
いて，VLANネットワークを構成するEntity
のSpecを定義し登録します．1番目の属性

（SpecCharacteristic）としてVLAN（Name）
を定義し，VLAN�IDの取り得る範囲を
SpecCharacteristicのvalueFromとvalueTo
で定義しておきます．このようなSpecの
定義を行うことにより，IPネットワーク
の場合と共通の“点（TPE）のEntity”に
対 し て，�VLANネットワーク用 の
CharacteristicValueを 結 び 付 け た
VLANの管理情報を保持するデータ
（TPE_VLAN1）を生成することができ
ます．
この例で示したとおり，本アーキテ
クチャでは，通信プロトコルごとの
Specを用意し，それらを組み合わせる
ことで複数のレイヤを統合的に管理す
るOSSを実現することが可能となって
います．

今後の展開
NTTアクセスサービスシステム研究
所で取り組んでいる，多様なネットワー
クを横断的に管理するネットワークリ
ソース管理技術について紹介しました．
今後は小規模な商用環境ネットワーク
でトライアル運用を実施し，本技術の有
効性を確認する予定です．
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　多様なネットワークを自在に組み合わせ
たサービス提供オペレーションを可能とす
るネットワークリソース管理技術により，
サービス提供までのリードタイム短縮に貢
献します．
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