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全国津々浦々に

広がっている。

そのため、ネッ

トワークの状況把握は非常に難し

い。

障害発生時には複数の装置から多

数の警報が送られることになるため、

「何が起きているのか」「どの範囲に

障害の影響が及ぶのか」という状況

把握や故障解析は一層難しくなる。

高いスキルを持った運用担当者が、

時間をかけて分析しなければ状況把

握できないことも多かった（図1左）。

状況把握に時間がかかれば、障害の

原因究明や復旧にも時間がかかるこ

とになる。これでは高品質なサービ

スを提供できない。

そこでNTTネットワークサービ

スシステム研究所では、ネットワー

ク状況を把握しやすくする新しいネ

ットワーク可視化技術「VIRD」の

開発を進めている。VIRDでは、装

置から送られる情報をリアルタイム

に3D表示することで、障害の発生

や障害の影響範囲（り障範囲）を直

感的に把握できるようにする（図１

右）。また、特定時刻の状況をリプ

レイ表示できるようにすることで、

障害の原因箇所の特定や障害の伝播

状況の把握などが容易になる。「大

規模障害時には、復旧までに数時間

～数日単位の時間がかかることも珍

しくありません。復旧までの時間を

短縮するために何かできないかと考

ネットワークサービスの多様化に

伴い、ルータやスイッチといった転

送装置だけでなく、各種サーバや負

荷分散装置などのさまざまな装置が

用いられるようになり、ネットワー

クの階層構成が複雑化している。そ

れに連れてネットワークの状況把握

が次第に困難なものになっている。

特にNTTグループのネットワークは、

機器数だけでも数万、数十万という

膨大なオーダーに及び、設置場所も
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図1 ネットワーク可視化技術による故障解析の迅速化
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た上で、情報を取捨選択するスキル

や経験が必要だからである。そこで、

状況把握を容易化するために、現在

までにいくつかのネットワーク可視

化手法が開発されている。しかし、

従来の手法では装置の地理情報や階

層構成、接続関係を1画面で表現す

るのが難しかった。たとえば、地図

上にネットワーク状況を2D表示する

可視化手法は、り障範囲は特定しや

すいが、装置の階層構成を表現する

のが困難で障害の原因箇所の特定や

障害の深刻度把握には向かない。

これに対しVIRDでは、地図上に

ネットワーク状況を3D表示するこ

とで問題を解決した（図 3）。ポイ

ントは、装置種別や階層の違いを

「高さ」によって表現したこと。さ

らに現用系と予備系の装置をだ円で

囲むことで障害のサービス影響度を

判断しやすくしている。表示例を図

4に挙げた。

3D表示の視点は自由に変更できる

（図5）。拡大や縮小表示も可能で、任

意の装置や地域、接続などにフォー

カスした表示にすることや、その反

対にネットワーク全体を俯瞰表示す

るといった調整が容易である。これ

によって、装置や接続が集中する箇

所でも状況を把握しやすい。また

個々の装置にポインタを置くと、装

置からのメッセージをポップアップ

えたときに着目したのが、作業の出

発点となる“情報の見せ方”でした。」

（第四推進プロジェクト ネットワー

クオペレーション方式DP 主幹研究

員ディレクタ瀬社家光氏）

ネットワーク運用管理業務におい

ては、装置からのメッセージを時系

列表示する「アラームブラウザ」（図

2）が中心的に用いられている。しか

し、アラームブラウザの情報から実

際のネットワーク状況を把握するの

は簡単ではない。ネットワーク構成

や装置の設置場所等について理解し
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表示する。アラームブラウザの機能

もあり、詳細調査にも対応する。

装置同士の接続関係は、物理接続

を実線で、論理的な接続関係を点線

で表示して区別できるようにしてい

る。また系が死んでいる場合には赤

色、予備系に移行して単系しか生き

ていない場合には橙色で表現すると

いう色分けで障害状況が一目で分か

るようにしている（図6）。「当初は

グラフだけの表示なども検討しまし

たが、り障範囲を見やすくしたいと

いう要望があり、地図を使う方式を

採用しました。その後、地図上にい

かに情報を分かりやすく表現するか

についての検討を重ねて現在の方式

にたどり着いています。」（同プロジ

ェクト ネットワークオペレーショ

ン方式DP 立石直規氏）

任意の時点の状況をリプレイ表示

する時系列再生ができるのもVIRD

の大きな特徴である。表示する時点

は画面右下の「時間軸バー」で調節

できる。時間を遡ることで、障害が

どの時点のどの装置で発生し、それ

がどのように伝播していったかを容

易に把握できる（図 7）。これによ

り、障害箇所や障害要因の特定を迅

速に行えるようになる。

また、特殊なソフトが不要で

Webブラウザだけでネットワーク

表示が可能な点もVIRDの特徴であ

る。「HTML5の登場や周辺ライブ

ラリの整備が進んだことで、Web

ブラウザ単体での3D表示が実現で

きるようになりました。VIRDでは

それを活用しています。特殊なソフ

トが不要なため、タブレット端末で

ネットワーク状況を閲覧することも

できます。」（立石氏）

表示の工夫により、VIRDでは装

置から送られる大量の情報を一切間

引きしたり加工したりせずに画面表

示できるようになった。従来の可視

化技術の多くが、情報を分析したり、

フィルタリングしたりという「情報

整理」を前提にしたアプローチをす

るのとは対照的だ。「分析やフィル

タリングをしないというのは、ある

意味、工夫がないと受け取られるか

もしれません。しかし、ネットワー

クから得られた情報を位置や時間に

忠実に可視化することは、それだけ

で、状況のスムーズな把握に十分役

立ちます。また、ネットワークから

の情報を間引きせず、すべてを工夫

して表現することによって新たな知

見が得られるのではないかという考

えもあり、この方式での検討を進め

てきました。」（瀬社家氏）

今後、実地検証によって表示方式

をブラッシュアップしたり、表示す

る情報を再検討したりして２年以内

の実用化を目指すという。
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