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あ らま し
高速かつ広帯域な通借が可能であり、資源予約によるQoS保証などの特徴をもつATM(Asynchronous
TransferMode)はマルチメディア通信のインフラストラクチャとして期待されている。しかしこその利用
形態の多くはLAN Emulationによる既存のアプリケーションの利用であり、 ATMの特徴である資源予約
によるQoS保証機能は十分に利用されていない。またQoS保紅機能を利用するには、環状ではあらゆる
場面でシステム管理者の手厚いサポートが必要となる。
本稿では、比較的小規模なATM LANにおける一般的な利用形態の下で、システム管理者が行なわなけれ
ばならない管理作業について考察する。その結果、コネクション制御方式の違いによる管理作業の丑に大
きな違いはなく、環状ではPVC方式の方が管理の面で有効であることから、コネクション制御方式とし
てPVC方式を利用する、 PVC on Demand運用管理システムを構築する。最後に、このシステムを実際
のATM LAN ‑適用して、そこで行なわれるサービスにおける位置付けと役割について説明する。
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Abstract
An ATM technology has been expected to be the infrastructure
for multimedia communications, because
of its feature for high-speed,
broadband communication and the guarantee of QoS based on resource
reservation. In many cases., however, ATM networks are used with LAN Emulation in order to communicate with IP networks in an ordinary way, then the QoS featureis
not utilized at all.
In this paper, we discuss about the management operations which should be done by the system manager
of small-scale ATM LANs. Then we construct the PVC on Demand Management System, and explain
how each parts of this system work. At last, we apply this management system to existing ATM LAN,
and explain the situation and the role of this system in the network services.
key words

ATMNetwork. Management System, Signaline,

SNMP, WWW

1

はじめに

数IOMbpsから数IOOMbpsの広帯域を利用
し、安定した通信が要求されるマルチメディア
通信のインフラストラクチャとして、多くの組織
においてATM(Asynchronous Transfer Mode)
方式を利用したLANが構築されている。これ
らのATM LANでは、 LAN Emulationなどの
技術により、システム管理者による複雑な設定
や管理を必要するものの、既存のIPネットワー
クとの相互接続性は確保されている.しかし、
ATMの特徴である帯域予約によるQoS(Quality
of Service)保証機能は十分に利用されていない。
そしてQoS保駈機能を利用する場合には、コネ
クション設定など、利用に係るほとんどの場面
において、システム管理者の手厚いサポートが
必要となるのが環状である。

QoS保証機能の利便性向上のための試みはい
くつか行なわれているが【1】(2]、 QoS保証機能を
利用するために特別な制御プログラム(ドライ
バ)が必要であったり、管理対象が複数の組稔を
またがるWANであるため、組織のテクティビ
ティや管理ポリシの問題から、別の意味での管
理が複雑になってしまっている。
本稿では、スイッチ数が数十台規模のATM
hANを対象とし、システム管理者が行なわなけ
ればならない管理作業を再検討することで、ア
シスタントツールとして利用可能なATM LAN
運用管理システムの構築を目的とする。
以下、第2節でATMLANの一般的な利用形
態と、管理対象として見た場合の管理作業にづ
いて考察する.第3節で構築した運用管理シス
テムの機能とその実装について述べる。第4節
では本システムを実際のATM LANに適用し、
そこで行なうサービスとの関連を説明する。そ
して最後にまとめと今後の課題について述べる。

2

ATMLANの運用管理

のエミュレーションを行なうLAN Emulationが
多くの組織で用いられている. LAN Emulation
は既存LANとの相互接続をデータリンクレベ
ルで提供するブリッジ接続であり、端末はATM
LANをあたかも既存のデータリンクセグメント
であるかのように使用する.そのため、地理的
に離れた端末同士をLAN Emulationで接続す
ることにより、バーチャルLANを構成するこ
とができる.
しかし、 ATM直結の端末においても、上位プ
ロトコルにATMを使用していることを明示的
に意識させないため、 ATMの良さであるマル
チメディア通信における品質嘩証の機能を利用
することができない.
したがってLAN Emulationは、二IPやTCP
などの上位プロトコルが明示的にATMのコネ
クション制御やQoS制御を取り込んでいく形態
に移行するまでの過渡的な運用形態であり、現
時点においてATM本来の機能を有効に利用す
る通借を行なうためには、アプリケーションレ
ベル、あるいは別の手段によりコネクション制
御を行なう必要がある.
2.2

管理対象としてのATMLAN

システム管理者の立場から管理対象として
ATM LANを見た場合、考慮すべき項目として
は次のようなものが挙げられる.
コネクション制御どのようにしてコネクショ
ンを設定するか蝣。 PVC(Permanent Virtua]
Connection)方式かSVC(Switched Virtual
Connection)方式か。
ネットワーク資源管理どのような戦略でネット
ワーク資源を割り当てるか.
利用者管理誰がどんな目的にネットワーク資源
を利用しているか.

それぞれの項目について、システム管理者が
行なわなければならない管理作業を考える.
2.1 ATMLANの利用形態
まず、コネクション制御としてPVC方式を
ATM LANの利用形態としては、既存LANと 採用した場合、システム管理者は利用者の要求
の相互接続を提供するため、 ATMで既存LAN に応じて中継経路を選択し、コネクションを設

定する必要がある.一方、 SVC方式を採用した
LAN Emulationでは個々の端末間の通信につい
ては、シグナリングによりコネクション設定を
行なうため、システム管理者の介在は不要であ
る。しかし、 LAN Emulationで要となるサーバ
類の設定、 svc方式によるコネクション設定の
ための設定、バーチャルLANを構成するポート
の設定などが必要となる.また、アプリケーショ
ンが必要とするネットワーク資源をアプリケー
ション独立に操作する仕組みがないため、 QoS
保証を必要とするコネクションを設定するため
には、システム管理者の介在が必要となる。つ
まり、 PVC方式、 SVC方式のどちらを利用す
る場合でも、 ATMの機能を有効に利用するに
はシステム管理者による同程度の設定・管理作
業が必要となる。
ネットワーク資源の管理について、システム
管理者はPVC方式、 SVC方式それぞれで利用
できる帯域はあらかじめATMスイッチに設定
しておく必要がある.また、 SVC方式による帯
域割り当ては残存帯域内でリクエスト順に行な
われるため、コネクション単位での設定に関す
る優先度付けやきめ細かな帯域制限を行なうこ
とができない。そのた恥より効率良くかつ公
平にネットワークを利用するためには、システ
ム管理者による優先度および利用可能帯域の調
整と、コネクション設定が必要であると考えら
れる。
調整の際の基準として、コネクションの利用
目的や利用者による優先度付けが考えられるが、
これはシステム管理者がコネクションの設定に
際して、利用者に関する情報も取得する必要が
あることを示している.

となるが、前節の管理作業を運用管理システム
の機能としてまとめると、次のようになる.
利用者単位のリソース管理機能利用者あるい
はグループ単位で利用可能なリソースの制
限を設定可能とする.この機能により、特
定の利用者によるリソースの独占を防ぐこ
とが可能となる。また、管理作業に複数の
特権レベルを用意することで、システム管
理者の管理作業の一部を特定の声り用者(サ
ブ管理者)に委託することも可能となる。
ネットワークの状況監視機能コネgIションの
利用状況(利用者や利用帯域・期間など)の
リアルタイムな監視や利用履歴の記録を可
能とする.この梯俄により、システム管理
者による状況の把握が容易となり、障害畢
生時には状況把握が素早く行なえるだけで
なく、利用履歴に串り復旧も容易となるこ
とが期待できる。また利用履歴は、リソー
スの利用に応じた課金を行なう際の基礎情
報としても利用することが可能である。
ユーザ認証機能上記の機能を握供するため、コ
ネクションの設定などに際してはユーザ認
証を行なう機能を設ける。
経路選択棲能基本的には最短経路(通過する
ATMスイッチ数最小)かつ残存帯域が平
均化されるよう・経路を選択する。しかし、
システム管理者の設定によりトラフィック
を集中させるなど、特定の経路を通過する
ようにも設定可能とする.
3.2

PVC onDemand運用管理システム

本システムはユーザ君証や利用者からのリク
エストを処理するリクエスト処理部、 ATMス
イッチのリソース管理や中継経路の選択を行な
3.ト運用管理システムの機能
うネッ・トワ‑ク管理部それぞれひとつと、個々
前節での考察から、より効率的で公平なネッ のATMスイッチの制御を行なう複数のスイッ
トワーク利用を行なうためには、システム管理 チ制御部から構成されている1.本稀ではひとつ
者の管理作業が膨大になるこ,とは容易に想像で
きる。そのため、システム管理者が行なう管理
作業の一部を補助する運用管理システムが必要
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ATMLAN運用管理システム

のネットワーク管理部により管理される範囲を
管理ドメインと呼ぶことにする。
3.2.1リクエスト処理部
本システムでは、利用者はATM LANにアク
セス可能であると同時に、既存のIPネットワー
クにもアクセス可能であることを前提としてい
る。利用者はWebブラウザを用いてリクエスト
処理部にアクセスし、コネクション設定のリク
エストを発行する。リクエスト処理部はユーザ
認証を行なった後、リクエストをネットワーク
管理部‑転送する。
本システムに登録済みの利点者は固有のID
(UID)により和はれ、少なくともひとつのグル
ープ(GIDにより級別)に属する。一方、未登録
の利用者には「その他」を表す唯一のUID.GID
が割り当てられる。各リソースにはユーザ・グ
ループ・その他の.3段階の制限が設けられてお
り、ユーザ承征後は、それぞれのUID.GIDに
基づいたリソースの利用制限が行なわれる。
利用者が指定するリクエストは、コネクショ
ンの始点と終点のATMスイッチにおける利用
者側Port, VPI (Virtual Path Identi丘er), VCI
(Virtual Connection Identifier)とコネクション
のQoS (Quality of Service)クラス, PCR (Peak
Cell Rate), SCR (Sustainable Cell Rate)であ
る(図1).中継経路となるATMスイッチ,Port,
VPI, VCIは基本的にはネットワーク管理部に
より選択されるが、利用者が指定した場合はそ
の値が優先的に扱われる。
3.2.2 ネットワーク管理部
ネットワ」ク管理部はリクエスト処理部から
送られるリクエストを受け取り、その時点での
ネットワ十クの利用状況から中継経路を選択し
て、個々のATMスイッチを管理するスイッチ
制御部‑コネクション設定リクエストを送る。
リクエスト処理部から送られるリクエストに
は始点と終点のATMスイッチの設定と、利用
者が特に指定した場合には、中継経路の一部と
なるATMスイッチの設定が含まれる.ネット
ワーク管理部は、この情報を元に以下の手順に

よって中継経路を選択し、中継経路上のATM
スイッチ毎の設定リクエストを作成する。
1・ (妥当隼チュック)
緒定された始点と終点のATMスイッチの
利用者側PortのVPI/VCIがすでに使用車
の場合は、処理を中止してエラーを返す。
豆. (中継経路の選択)
指定された中継経路を通る最短(通過す'る
ATMスイッチ数が最小)、かつ指定帯域を
満足する経路を計算する。
(a)経路が複数ある場合は、.経路上のリン
クの残存帯域が最も多くなる経路を選
択する。
(b)経路が存在しない場合は、処理を中止
して羊ラーを返す。
3. (中継ATMスイッチの設定)
始点のAT如スイッチの発Portから終点の
, ATMろイッチの受Portまで、
(a)次のATMスイッチの受PortのVPI/
VcIが指定されており、 lかつ未使用の
場合は、発PortのVPI/VCIとして
使用する。

(b)次のATMスイッチの受PortのVPI/
VCIが指定されていない、または指
定されているが使用中の場合は、受
Portで未使用かつ利用できる最小の
VPI/VCIを使用する。
3.2.3 スイッチ制御部
スイッチ制御部はネットワーク管理部から送ら
れるリクエストを受け取り、 ATMスイッチを設
定する.一般にATMスイッチにはRS‑232Cあ
るいはネットワークインターフェースを通して対
話的な制御を行なうためのインターフェースが
用意されている。またSNMP(Simple Network
Management Protocol)のAgentが用意されて
おり、 ATOM MIBや独自の拡張MIB[4]により
設定可能なATMスイッチもある。たとえば日
立製ANIOOOでは二コネクション設定のための
ゴマンドは次のように定義されている【4】。
vcuコマンド種別Uvc種別⇒
U発Lif,発Portli発vpI,発VCI =*蝣
U受Lif,受Portu受VPI,受vcI 辛
i̲jPCRuSCRij優先クラスu廃棄クラス

することで、これらと連係してスイッチ固有の
機能を有効に利用できるよう設計されている。
一方、ネットワーク構成の初期設計や長期的
な利用が見込まれるコネクションの経路設計な
どを支援するシステムもある.これらは各スイッ
チの初期設定を作成するが、その結果を本シス
テムの構成情報として取り込む土とで連係が可
能である。
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PVC on Demand運用管理シ
ステムによる運用

ここで、コマンド種別はset, rel, add, drpで、
それぞれVC追加・削除、マルチボイン,トVC 4.1 HINET‑95 :広島大学ATM LAN
追加・削除に対応する.また、 VC種別はポイン
広島大学のAT血ネットグ」クHINET‑95を
トーポイント、ポイントーマルチポイントに対
図2に示す。基幹ネットワークiま東広島.・蕨・東
応するpp,mpがある。
千田の各キャンパ刻と5台、 1台、 1台の合計7
本シそテムでは、設定には対話的なインター
台のATMスイッチで構成され、̀東広島キヤン
フェニスを利用し、 ATMスイッチのコネクショ
ン設定状況やセル流量・廃棄状況など統計情報 パ不内ゐATMろイッチは622Mbpsセ完全結合
されている.‑また東広島・霞間、虜.・東千田間
の取得にはSNMPを利用する。
はそれぞれ叩bps、 1:叩bps <」>高速デジタル専
用線や接続されている.利用者はそれぞれ長春
3.̀3 他の運用管理システムとの連係・
りのATMスイッチ‑マルチモ⊥ドファイバを
ネットワーク機器の設定や管理を行なう運用
管理シヌテム臥一自社製.晶を対象にfjtシダから
長政されていることが多いこ他社盤晶に対して
は情報収集を行なう程度の機能に留まる.ものの、
自社製晶に対し七は独自のプロ̀トゴjL;や拡張機

使らて直接療統す草か、あ'るい.ぱATMをバッ
クボーンとしたEtherスイッチ‑ 100/lOBaseT
を使って接続する.
PVc on Demand運用替理システムは次のよ

うに軒直し牢,ネγトワーク管理部とスイッチ
能を利用して、細部に錬って制御を行なうのに 管理部はHINET‑95直結のネγトワTク管理ホ
十分な機髄を有している。本システムでは、ス ストに配置し、 7台のATMスイッチとの間に
イッチに依存する部分をスイッチ制御部に集約 あらかじめ制御用VCを設定して、・ひとつのス

のコネクション設定やユーザの管理・罪証の方
エスト処理部は総合情報処理センター(以下、セ 法などをさらに検討する必要がある.
ンター)のwwwサーバの学内限定ページに配
置し、学内全域から利用可能とする(図2)。
5 おわりに

イッチ管理部で集中的に管理する。また、リク

4.2

HINET‑95の接続サービス

HINET‑95で利用できる接続サービスとして
次の4つが用意している.
1. ATMサブネット接続サービス
2. ATMルータ接続サービス
3. ATMホスト接続サービス
4. VC捷供サービス
最初の3つは、 HINET‑95のATMルータとあ
らかじめ用意されているEtherスイッチ、ある
いは利用者の用意するATMルータ/ホストを
pvcで接続するサーゼスで、 IP over ATMや
LAN Emulationを利用して、学内外のIPネッ
トワークとの接続性を提供する。一方、 Vc挺
供サービス昧利用者の用意する複数のATMホ
スト間をPVCで接続するサービスで、 IPネッ
トワークとの接続性は提供せず、実験やイベン
トなどを主な用途としている。
これらのサービスの利用に際して臥センター
‑の申請が必要であり、利用者は管理担当者、接
続機器、必要ポート数、帯域などを記入してセ
ンターに提出し、ポートやvpI/VCIの割り当
てを受ける。最初の3つのサービスについては、
中長期に疲る継続的な利用が見込まれるた吟、
申請に基づくスタティックなVC設定の方が安
定性の面で良いと考えられる。しかし、 VC接
続サービスについては比較的短期間に頻繁な設
定の変更が必要と考えられるため、申請に対し
てポートのみ割り当て、 ,VCの設定は本システ
ムによる管理を行なうことにしている.
4.3

大規模ATMネットワ‑クへの適用

‑ネットワーク管理部を分散配置し1複数の管
理ドメインを設けることで、より大規模なATM
ネットワニクに管理範囲を拡大することが可能
であると考えられる。しかし、管塵ドメィン間

本稿では、比較的小規模なATM LANにおけ
る一般的な利用形態で、システム管理者が行なわ
なければならない管理作業を考察した. IPレベ
ルの接続性を確保する目的ではSVC方式による
LAN Emulationは有効であるが、 ATMネット
ワークのより有効な利用には、 SVC方式、 PVC
方式のいずれを利用してもシステム管理者の管
理作業量に大きな革いはなく、環状ではPVC方
式考用いる方が管理の面で有効であった。
しかし、てPVq方式の採用はシそテム管理者‑
の負担が集中するため、ユーザ認証・リソース
制限を行なうことにより、管理作業の一部を曲
者に委託することも可能なPVC on Demand運
用管理システムを構築した。現在、このシステ
ムを広島大学ATMネットワークHINET‑95に
導入し、テスト連角を行なっている。
今後は実際の運用を通して、機能面の改良や
充実を図る。また、より大規模なATMネット
ワーク‑適用するために必要な機能などを検討
する予定である。
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