
1. まえがき
移動体通信ネットワークを構築，保守運用するうえで，

OpS（Operation System）は欠くことのできないものであ

る．一般に設計建設業務や保守運用業務では戦略的な情報

管理に基づいた迅速なアクションが必要とされる．これま

でにディジタル自動車電話方式（PDC：Personal Digital

Cellular）のネットワークでは，さまざまなネットワーク装

置を統合するOpSの構築を行っており，OpSを用いた保守

運用業務の効率化を達成してきている[1]．

今回の次世代移動通信（IMT－2000：International Mobile

Telecommunications－2000）のサービス提供においては[2]，

これまでの保守運用で蓄積した技術に対し，以下のように

強化したOpSの構築を行った．

A サービス品質の向上を主眼としたネットワーク状況

の把握とネットワークコントロールの強化

B 建設，保全，品質管理，計画の業務で利用するデー

タのフロースルー化

C PDCネットワークとIMT－2000ネットワークの保守

運用一元管理の実現

本稿では，IMT－2000向けOpSの構成を述べ，ネットワ

ーク監視・制御，設備監視・管理について説明する．

2. OpSのシステム構成
一般に，国際電気通信連合・電気通信標準化部門（ITU－T：

International Telecommunication Union－Telecommunication

standardization sector）で規定されるTMN（Telecommu-

nication Management Network）のモデル[3]では，通信網を
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オペレーション技術
IMT－2000サービスの開始に伴い，移動通信ネットワー

クの大規模化，複雑化が進んでいる．オペレーションシス

テム（OpS）においても，さらなる業務内容の高度化／効

率化が求められている．

本稿では，IMT－2000向けに高度化したOpSの概要を紹

介するとともに，特に強化を図ったネットワーク監視，ネ

ットワーク制御，設備監視および設備管理について述べる．
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管理する機能をElement Management, Network, Service,

Businessの4つの層OSF（Operation System Function）に分

類している．IMT－2000のOpSはこれらの階層に従って，

次のように機能分類される．図1にIMT－2000におけるOpS

のアーキテクチャを示す．

∏ NE管理層

NE（Network Element）管理層は，各NE個々の保守運用

を行うための管理層であり，以下のサーバから構成される．

①　ネットワーク設備監視システム

無線系装置，交換機，伝送装置など各ネットワーク

設備に対応してネットワーク設備監視システムを設け

ている．各ネットワーク設備監視システムでは，NE

の故障，性能およびファイル，局データ更新時の状態

など各種ステータスを管理する．

また，各ネットワーク設備監視システムは，最緊急

の警報（メジャー警報）をメジャー警報集約サーバに

通知する．

②　メジャー警報集約サーバ

メジャー警報集約サーバは，すべてのNEのメジャ

ー警報をネットワーク設備監視システム経由で収集

し，管理する．メジャー警報は，本サーバから操作卓

であるバックヤードオペレーション端末（OPE：

OPeration Equipment）に通知される．これにより，オ

ペレータは1台のバックヤードOPEですべてのNEメ

ジャー警報の発生状況が把握可能となる．

③　呼処理警報サーバ

呼処理警報サーバは，準正常処理による呼の開放要

因を無線装置および交換機から収集，蓄積する．呼処

理警報サーバは，この準正常処理が多発すると警報と

してバックヤードOPE，ネットワーク監視OPEおよび

サービスフロント端末に通知を行う．

また，オペレータはお客さまからの通話異常に起因

する苦情に対し，加入者番号をキーに呼処理警報サー

バのデータベースを参照することによって異常時の状

況確認が行える．

④　NEファイル管理システム

各NEのシステムファイルと局データの世代管理と

ネットワーク設備監視システムとの連携による遠隔フ

ァイル更新業務を実現する．局データを用いたデータ

フロースルー化の実現として，［設計システム→NEフ
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ァイル管理システム→ネットワーク設備監視システム

→NE］による局データ更新業務におけるフロースル

ーおよび［NEファイル管理システム→OpS構成管理

システム→ネットワーク設備監視システム／OPE］に

よる各種OpS装置（サーバ／OPE）の運用データの作

成および更新業務のフロースルーを実現している．

⑤　OpS構成管理システム

NEファイル，局データ管理サーバからの局データ

を流用し，各種OpS装置の運用に必要なデータ（サー

バの運用データやOPEの画面表示データ）を自動作成

し，OpS装置にデータをダウンロードする．これによ

り，オペレータは各種OpS装置のデータ作成業務を行

うために新たな入力を行う必要がなくなるとともに，

NE自身の局データ更新と同期してOpS装置の運用デ

ータ更新が可能となる．

⑥　バックヤードOPE

NE管理層の保全業務の全般を行う操作卓で，1台の

OPEで共通的な操作をもって各種NEの監視・制御を

実施する．

π ネットワーク管理層

①　ネットワーク監視システム

ネットワークコントロールに必要な無線系装置およ

び交換機の故障情報，性能情報（リソース使用状況）

および回線疎通状況，呼損状況などのトラヒックデー

タを，ネットワーク設備監視システムおよびネットワ

ーク制御システムと連携して，ネットワーク監視制御

OPEに通知する．

これにより，オペレータはアクセス網から交換網ま

でネットワーク全体のサービス品質状況とネットワー

ク構成要素，つまりネットワークの状況の把握を同時

に行うことができる．

②　ネットワーク制御システム

交換機の故障情報および性能情報を収集し，ネット

ワーク制御システムが輻輳検出を行い，必要な交換機

および基地局制御装置に対し規制制御の指示を行い，

ネットワークコントロールを実施する．

これにより，サービス品質確保とネットワークの最

大活用を目的とした，迅速で的確なネットワークコン

トロール業務を実現する．

③　トラヒックデータウェアハウス

無線系装置，交換機のトラヒック情報をネットワー

ク設備監視システムおよびネットワーク制御システム

経由で定期収集し，1次データベースに蓄積する．1次

データベースに保存されたデータは，ユーザが自由に

帳票を作成できる非定型帳票用のデータベースであ

る．また，1次データベースに保存されたデータの1部

は，週報，月報，年報などの定期管理に必要な定型帳

票用に，夜間に自動編集処理され，2次データベース

に格納される．

品質管理オペレータは，これらデータベースに保存

されたネットワークデータに対して汎用的なデータ分

析ツール（OLAP：On－Line Analytical Processing）を

用いて，多様なデータの分析が迅速に行える．

④　パス管理サーバ

パス管理サーバは，伝送設計システムの回線オーダ

情報を受け，自動回線開通を実施し伝送パスの構成情

報を管理する．また，パス障害を検出してオペレータ

に通知する．

⑤　ネットワーク監視制御OPE

ネットワーク監視システムとネットワーク制御シス

テムにアクセスし，ネットワークの監視・制御を実施

する操作卓である．

∫ Service管理層

①　サービス監視システム

ネットワーク管理層のネットワーク監視システムで

収集している呼損状況や呼処理警報など，サービス品

質の把握に有効なネットワーク情報をサービスフロン

トへ提供する．これにより，サービスフロントではリ

アルタイムにネットワークの品質状況を把握して，お

客さまの対応が可能となる．

②　計画システム

トラヒックデータウェアハウスからのトラヒック情

報を受け，トラヒックの実績評価，トラヒック予測を

行うとともに設備計画を策定する．

③　設計システム　

計画システムの計画情報に従い，各NEの配置など

の論理ネットワーク設計およびパス設計や収容設計な

どの物理設計を行う．さらに，その設計情報に基づい

た局データ作成を行う．

このように，IMT－2000のOpSはさまざまなサーバやシ

ステムを統合することで大規模なオペレーションを実現し

ている．以降では，IMT－2000のOpSで特に強化したネッ

トワーク監視・ネットワーク制御・ネットワーク設備監視

およびネットワーク設備管理について紹介する．

3. ネットワーク監視
従来のネットワーク監視OpSは，共通線信号のモニタに

より交換機間の呼量および疎通率を算出して中継交換網の
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監視を行っていた．つまり，交換網に特化した監視システ

ムであった．

我々のOpS基本コンセプトの1つである「サービス品質

の向上を主眼としたネットワーク状況の把握とネットワー

クコントロール」を実現するために以下の2点を考慮して

ネットワーク監視システムを開発した[4]．

・アクセス網から交換網まで通した通信網全体のトラヒ

ック状況監視を実現する．

・交換機から交換機の区間疎通状況の監視に加え，呼損

による監視を実現し，お客さまの実感にあった監視を

実現する．

∏ ネットワーク監視の機能構成

ネットワーク監視の機能構成例を図2に示す．

ネットワーク監視システムは，図2のネットワーク監視

コアネットワーク（CN：Core Network），ネットワーク監

視RAN（Radio Access Network），およびネットワーク監視

故障が連携することにより，アクセス網から交換網まで通

した通信網全体のトラヒック状況および装置状態の監視を

実現する．

π ネットワーク監視の特徴

ネットワーク監視の特徴として以下の3項目が挙げられ

る．

①　アクセス網から交換網間までのトータル監視

オペレータは，RANからCNまで通した全国のネッ

トワークについてサービス品質状況を監視する．ま

た，地図上のエリア表示を用いてアクセス網のネット

ワーク障害におけるサービス影響レベルの確認が可能

である．

②　CNでは，発信交換機から着信交換機までのEnd to

Endの呼損状況を監視する．これにより，例えばどこ

からどこに対しての呼がつながりにくいかといった接

続品質の監視が可能となる．

③　ネットワーク障害の発生原因を特定するためのNE

の性能情報，故障情報をRAN階梯，CN階梯に対応さ

せて表示する．この詳細情報を参照しネットワークコ

ントロールが実施可能となる．

このようにNE故障やネットワーク輻輳・規制の状況を，

常に把握することができるため，安定したサービスを常に
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提供することが可能となる．画面例を図3に示す．

4. ネットワーク制御
通信ネットワークの設備は通常のトラヒック量に対応し

て設計されているが，設備容量を超える大量のトラヒック

が流入すると，ネットワークは輻輳状態となり機能を停止

してしまう．

輻輳パターンを以下に示す．

・災害などによる輻輳

・特定電話番号（固定／携帯）への大量着信呼による輻輳

・おめでとうコールなどのイベントによる輻輳

・コンサート，花見によるスポット輻輳

・iモードメール，大量パケット通信による輻輳

・音響／画像通信などの広帯域による輻輳

ネットワークが輻輳した場合のトラヒック制御方法には，

ノード自身が行う内部制御とトラヒック監視制御システムが

行う外部制御の2種類がある．前者の制御方法は突発的なト

ラヒック増加に対応するための自己防衛手段であり，後者の

制御方法は通信ネットワーク資源の最大活用を目的とするネ

ットワーク全体を考慮に入れた制御方法である．

トラヒック制御で重要なことは，異常トラヒックが網に

及ぼす影響を最小限に抑えるために，網流入前に輻輳前兆

をいかにして捉え，適切な規制措置を行うかにある．また，

制御により無効となる呼や信号の処理にネットワーク資源

を使う率を減らし，ネットワーク資源を有効に利用するた

めにも，輻輳検出と規制制御については，できるだけ発側

に近いところで実施する．

図4にトラヒック監視制御システムの概念を示す．

5. ネットワーク設備監視
ネットワーク設備はマルチベンダで構成される．この多

種・膨大な数のネットワーク設備の保守運用を効率的に行

うために，ネットワーク設備監視システムは重要である．

∏ マルチベンダ環境のネットワーク設備

アクセス系ネットワークを例にとると，無線基地局装置
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図3 ネットワーク監視の画面例（CN階梯とVP帯域の表示）
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（BTS：Base Tranceiver Station），無線ネットワーク制御装

置（RNC：Radio Network Controller），マルチメディア信

号処理装置（MPE：Mobile multimedia Proccessing

Equipment）で構成され，また，それぞれの装置が複数ベ

ンダから提供されている．さらに，同一装置であっても図

5に示すようにベンダにより設計思想が異なり，

装置構成がまったく相違している．そのため，

一般的には，図6に示すように十数種の異なる

ネットワーク設備に対するそれぞれ固有のOpS

の導入が必要となる．

IMT－2000のOpSでは，保守上の要求から，

図7に示すように単一のOpSで実現している．

ノード系，伝送系など他のネットワーク設備で

も同様な考え方を取り入れた．

π ネットワーク設備の監視機能

ネットワーク設備オペレーションに要求され

る機能は，一般に，以下の2点である．

①　NEからの報告によりリアルタイムで監視・制御し，

NEの動作状況を把握する．同時に，ネットワーク内

における影響，サービスへの影響を把握する．

②　NEの各種トラヒック情報などを収集し，設備増設

66

A社� B社� C社�

：同一機能ブロック�

図5 同一種別装置のベンダによる装置構成の相違例

OpS NEM装置�

ドコモ アクセス系OpS装置�

NE各装置�

A社製� B社製�

：Base Transceiver Station（無線基地局装置）�
：Network Element（ネットワーク設備）�
：Network Element Management

BTS�
NE�
NEM�

�

：Mobile multimedia Proccessing Equipment（マルチメディア信号処理装置）�
：Operation System�
：Radio Network Controller（無線ネットワーク制御装置）�
�

MPE�
OpS�
RNC

MPE

α社製� a社製�β社製�

RNC BTS

b社製� c社製�
d�
社製� e社製�

図7 装置・ベンダ統合OpS

：Network Element（ネットワーク設備）�
：Network Element Management�
：Operation System

OpS NEM装置�

NE各装置�

NE�
NEM�
OpS

A装置�
a社用�
OpS

A装置�
b社用�
OpS

A装置�
c社用�
OpS

B装置�
d社用�
OpS

B装置�
e社用�
OpS

（a社製）� （b社製）�

A装置�

（c社製）� （d社製）� （e社製）�

B装置�

�

図6 装置・ベンダ個別OpS



計画作業などへ提供する．

これらのオペレーション機能をマルチベンダ環境の多種

多様なNEに対して具備する必要がある．しかし，NE個々

の監視条件や収集する情報が異なると，ネットワーク全体

での統一のとれた監視，情報解析，迅速な故障対応に困難

をきたすだけでなく，OpS装置数の増大，保守稼働の増大

を招く結果となる．

∫ ネットワーク監視機能の実現方法

マルチベンダ環境のアクセス系ネットワーク設備オペレー

ションの提供にあたっては，ベンダ，装置による差異を保守

者が極力意識せずに済むようにするため，NEも含めて以下

の事項に留意し，オペレーションシステムを構築した．

①　NE監視条件の統一

NEのハードは，ベンダ個々で全く異なる構成であ

るため，ベンダ共通の保守運用（OAM：Operation

And Maintenance）機能要求条件として挙げた機能単

位でAPI（Application Program Interface）を規定したベ

ンダ共通AP（APplication）をNE側に搭載し，共通イ

ンタフェースでオペレーションとの情報授受を行うこ

とにした（図8）．

これにより，最末端のカード以外はベンダを意識す

る必要がなく，お客さまサービスに対する設備故障な

どの影響度判断においても，保守者から同一条件で異

なるベンダ装置を監視制御できるようにした．

②　収集情報のフォーマットの統一

トラヒックデータなどの情報収集機能を統一し，保

守者にベンダ差を意識させないことを可能にした．

③　NEとOpS間の信号インタフェースの統一

NE・ベンダ種別によらず信号インタフェースを統

一することにより，全NEを1台のNE監視OpSへ収容

可能にした．

以上により，保守者は，通常，ベンダによる設備の違い

を意識することなくオペレーションすることができるた

め，誤操作防止，保守稼働の削減が可能となったほか，

OpS装置がベンダ共通にできるためOpS装置開発コストの

削減も図ることができた．
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6. ネットワーク設備管理
全国に設置された多数の基地局，各種交換機，サービス

制御局（SCP：Service Control Point），共通線信号装置や，

交換機間を結ぶための伝送装置，交換機と基地局を結ぶエ

ントランス装置などの各種ネットワーク装置を，需要に合

わせて的確かつスピーディに配備し，より良い品質でサー

ビスを提供することが重要となる．

このような大規模ネットワークの設備管理のためには，

以下の3つの機能が必要となる．

①　大量のネットワーク品質データを効率的に収集，分

析する機能（ネットワーク品質管理機能）

②　設備増設や，新サービス提供に必要な設備工事を，

効率的にスピーディに実施する機能（遠隔ファイル更

新機能）

③　設備設計のための図面データを効率的に作成，編集

する機能（設備設計機能）

これらの3機能を連携させることにより「ネットワーク

品質管理」と「遠隔ファイル更新」を実現した．

∏ ネットワーク品質管理

ネットワーク品質管理のために，各種トラヒックデータ

を蓄積し，トラヒックデータ分析業務の効率化を実現する

トラヒックデータウェアハウスを提供する．図9にトラヒ

ックデータウェアハウスの構成例を示す．

トラヒックデータウェアハウスでは，次のような機能を

提供する．

①　トラヒックデータ自動収集

NEとインタフェースを持つ各種ネットワーク設備

監視システムのサーバから定期的（30分～1時間）に

トラヒックデータを収集し，一次データベースに格納

する．

②　トラヒックデータ集約機能

一次データベースに格納した各種トラヒックデータ

に対して夜間に集約計算，各種帳票用の項目を作成す

る．ここで集約されたデータは二次データベースに格

納する．

③　データ検索ツールによる検索／帳票出力機能

帳票は，定型と非定型の2種類をサポートする．定
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型帳票は分析がパターン化しているもので，複数ユー

ザでの情報共有も可能である．非定型帳票は，特定の

ユーザが業務に特化した帳票をユーザ自身で自由にア

レンジし，詳細な分析を行うことが可能である．

π 遠隔ファイル更新

NE増設時に，NEファイル（局データ，システムファイ

ルなど）の更新の迅速化と，さらにはOpSの運用データ更

新の効率化を実現するために，遠隔ファイル更新システム

を提供する．

OpSでは，ダウンロード業務の迅速化を実現するため，

以下の機能をNEファイル管理システムとして配備した．

各システム間のNEファイルと運用データの流れを図10に

示す．

NEファイル管理システムは以下の機能を提供する．

①　NEファイルのオンライン登録および世代管理機能

バックヤードOPEおよび設計システムと連携し，

NEファイルのオンラインによる登録を実現した．ま

た，NEファイルごとに，必要なバージョン数を管理

することを可能とし，合わせてバージョンごとにファ

イル状態管理を実施している．

この結果，NEユニットごとに運用されているバー

ジョンの識別が可能となり，ファイル選択のミスを回

避するとともに，ディスク量の削減を図った．

②　NEファイル転送機能

大容量移動通信サービス制御装置（NMSCP：New

Mobile Service Control Point），交換機および無線装置

用OpSと連携し，NEへのオンラインファイル転送す

るとともに，転送／更新結果の状態管理を実現した．

この結果，NEが設置されている現地へ行くことなく，

遠隔集中操作でNEファイルの更新を実施することが

可能となった．

OpSに必要な運用データ更新の効率化のためにOpS

構成管理システムは以下の機能を提供する．

③　運用データ管理機能

OpSの運用データに必要なデータは，局データ設計

システムおよびNEファイル管理システムと連携する
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ことにより，局データから自動的に取得する．局デー

タに存在しないデータのみ運用データ入力ツールにて

入力するが，これらを組み合わせたものを運用データ

として管理し，システム内で整合性チェックを行い，

データの保証を行っている．この結果，運用データ投

入稼動の削減とともに，各OpSへの迅速な運用データ

の反映が可能となった．

7. あとがき
本稿では，IMT－2000向けOpSにおけるネットワークの

監視・制御，設備の監視・管理について紹介した．

今後のIMT－2000のサービスエリアの拡大と利用ユーザ

数の増加により，OpSが建設業務，保守運用業務に大いに

貢献していくものと考える．

文　献
[1] 大貫，ほか：“ドコモにおけるオペレーションシステムの開発動
向”，本誌，Vol.8，No.1，pp.6－9，2000．

[2] 弓場，ほか：“IMT－2000ネットワーク方式概要”，本誌，Vol.6，
No.4，pp.8－13，2000．

[3] ITU－T Recommendation M.3010:“Principles for a Telecommunica-
tion Management Network”, May 1996.

[4] 神谷，中村，照沼：“無線アクセス網と交換網を連携したトラヒ
ック監視システム”，信学技報，SSE2000－173，pp.59－64，2000．

[5] 水本，ほか：“移動通信網トラヒック制御管理システム”，本誌，
Vol.8，No.1，pp.23－26，2000．

70

AIN：Advanced Intelligent Network
AP：APplication
API：Application Program Interface
BTS：Base Transceiver Station（無線基地局装置）
CN：Core Network（コアネットワーク）
IMT－2000：International Mobile Telecommunications－2000

（次世代移動通信）
ITU－T：International Telecommunication Union－Telecommunication

standardization sector（国際電気通信連合・電気通信標準化部門）
MJ：MaJor（メジャ警報）
MMS：Mobile Multimedia switching System
MPE：Mobile multimedia Proccessing Equipment

（マルチメディア信号処理装置）
NE：Network Element（ネットワーク設備）

NEM：Network Element Management
NMSCP：New Mobile Service Control Point

（大容量移動通信サービス制御装置）
OAM：Operation And Maintenance（保守運用）
OLAP：On－Line Analytical Processing
OPE：OPeration Equipment（オペレーション端末）
OpS：Operation System
OSF：Operation System Function
PDC：Personal Digital Cellular（ディジタル自動車電話方式）
RAN：Radio Access Network
RNC：Radio Network Controller（無線ネットワーク制御装置）
SCP：Service Control Point（サービス制御局）
TMN：Telecommunication Management Network

用 語 一 覧




