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LTE 向けシグナルアナライザー リアルタイム
（SART）

複雑な LTE、IMS、5G ネットワーク向けに、最高レベルの
プロトコル分析とネットワーク診断を提供します

モバイルネットワークは LTE に進化し、音声およびデータサービスはすべて 1 つの高
速 IP/イーサネット EPC および OFDM ベースの無線アクセスネットワークに集約され、
IoT をサポートする 5G ネットワークのリサーチも進行しています。LTE 無線アクセスお
よびコアネットワークの監視およびトラブルシューティングに関する新しい要件を満た
すには、柔軟で強力なプロトコルアナライザソリューションが必要です。LTE 向け VIAVI
シグナリングアナライザは、複雑な LTE ネットワークの開発、計画、導入、最適化、および
トラブルシューティングを行うエンジニアの効率を最大化し、LTE ネットワークのユー
ザーに高品質のエクスペリエンスを提供できるようにします。
包括的な LTE テクノロジーのサポート
SART プラットフォームは、LTE ベースのネットワークの業界トップの包括的なテク
ノロジーカバレッジを提供するとともに、LTE ネットワークと他のモバイルネット
ワークとの相互運用性のテストと分析を提供します。LTE 固有のテクノロジーカバ
レッジは、次の領域をカバーします。
LTE
LTE 向け SART は、次のような LTE インターフェイスを包括的にサポートしま
す。S1-MME、X2、S6a/S6d、S13/S13’、S7a/S7d、SGI、S5/S8、S11/S4、S3/S10/S16、
S2a、S2b このプラットフォームは、最新の 3GPP 定義のプロトコルアップデートを
サポートするために定期的に更新され、2015 年 3 月にリリースされた 3GPP R12
を現在サポートしています。LTE 向けSART は、2G/3G/LTE および IMS ネットワーク
を通過するコールトレースを自動的に構築する統合コールトレース機能をユー
ザーに提供します。

主な特徴
y LTE、IMS、5G（IoT）テクノロジーのラ
イフサイクル全体にわたって End-toEnd でサポート
y 速度、スケーリング、コスト効率の高
い分析を実現する分散型プロービン
グ/ハードウェアインテリジェンス
y マ ル チ ユ ー ザ ア ー キ テクチャ に
よ り 、ト ラ ブ ル シ ュ ー テ ィ ン グ
を大幅に高速化しコストを削減
y 複数のネットワークインターフェイス
によって生成される LTE プロトコル
シグナリングメッセージの相関関係
と分析
y 標準ベースの重要評価指標（KPI）に
対する包括的なリアルタイム LTE 測
定

アプリケーション
y リアルタイム LTE ネットワークパフォ
ーマンス監視
y リアルタイム/履歴 LTE ネットワーク
診断と問題のトラブルシューティング

LTE：狭帯域 IoT
SART ナローバンド IoT（NB-IoT）は、3GPP R13（2016 年 9 月リリース）NB-IoT 定義インターフェイスを完全にサポートしま
す。T6a、T6b、T6ai、T6bi、および S6t また、
このプラットフォームは、3GPP R13 の LTE から R15 の 5G 低消費電力広域（LPWA）
へと進化する IoT 標準をサポートするために定期的に更新されています。SART 機能には、下図に示すように、NB-IoT カテゴ
リーとインターフェイスの識別が含まれます。3GPP R13 は、
デバイス向けに 2 つの NB-IoT カテゴリーを定義しています。M1
および NB1 M1 カテゴリーは、
より高い NB スループット
（1 MB Ul と DL）
、VoLTE、モビリティを必要とする NB-IoT デバイス向
けです。
コネクテッドカーは、M1 タイプのデバイスの良い例です。NB-IoT カテゴリー NB1 は、キロバイトのスループットしか
必要としないセンサなどの固定デバイス向けです。SART は、
これらのデバイスと、
それらが識別されたインターフェイスを識
別します。

VoLTE + IMS
SART プラットフォームは VoLTE 音声品質に関する重要な知見を提供し、MOS、R-ファクター、パケット損失、
ジッター、
レイテ
ンシなどの RTP ベースのメトリックスを提供します。一方向オーディオの時間も検出されます。
さらに、統計情報は EPS ごと
（VoLTE）のベアラで提供され、ユーザーは SART の「コールトレース」機能を使用して、ベアラーから実際のコールパケットま
で掘り下げることができます。NAS と SIP の同時解読により、VoLTE コールと親コールのグループ化が可能になります。包括
的な IMS インターフェイスサポートに含まれている LTE 用 SART は、DIAMETER、H.248、COPS、SIGTRAN トラフィックの完全
なデコード、および SIP/SDP、SIGTRAN、および SUA のコールトレース機能を提供します。
Voice + Video over WiFi
IMS ネットワークインフラストラクチャを活用することで、多くのサービスプロバイダーは、Voice および Video over WiFi を
導入して LTE 無線アクセスネットワークからトラフィックをオフロードしています。SART プラットフォームには、Voice/Video
over WiFi のデコードおよび統合コールトレースのサポートが含まれています。特に、
「信頼できる WiFi アクセス」のためのコ
ントロールプレーンインターフェイス
（S2b、S6b、SWA、SWM、および SWX）
を分析します。

シグナリングアドバイザの Voice/Video over WiFi 分析の例

2 LTE 向けシグナルアナライザー リアルタイム（SART）

複雑な LTE ネットワークの問題を素早く特定して解決できる機能
自動設定および解読
LTE リモートクライアン用の SART は、接続されたテクノロジー/インターフェイスに対し接続、
自動設定を行い、数分で分析を
開始できます。
また、
このソリューションは、
（例えば）S1 NAS リンクの自動解読を実行し、柔軟な方法を適用して、IPSec 復号化
によるテストを確実に成功させることができます。
パフォーマンスが低い領域を素早く特定するための統計
LTE のグラフィカル統計および重要評価指標（KPI）向けの SART は、
コール/セッションの成功率、
シグナリング、
コール/セッ
ションの負荷、
不具合原因値の分布、
原因値のレート、
ユーザープレーンのパフォーマンス、
サービス提供の低下など、
さまざま
な情報要素およびネットワークパフォーマンス要素を視覚化するのに役立ちます。
マウスを 3 回クリックするだけで問題を素早く診断
LTE向けSARTは、
ユーザーがマウスを3回クリックするだけでネットワークの問題やサービスの低下を発見できる、非常に効率
的なトラブルシューティング機能を提供します。
まず、
グラフィカルコールトレースエンジンを有効にします。その後、
フェーズ
のグラフィックには、
コールイベントとセッションイベントがさまざまなアイコンとカラーコードで表示されるため、
トラブル
シューティング作業に集中するセッションをすぐに選択できます。
最後に、
コールトレースの行項目をクリックすると、
メッセージ
に直接移動し、特定のコール/セッションを分析するためにウィンドウをデコードします。

シグナルアナライザーの LTE 分析の例
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総所有コスト
（TCO）
を削減する機能
ハイパフォーマンス、高密度、
データアクセス
LTE 10 GigE/1 GigE データアクセスインターフェイスカード向け SART は、
最大 40 Gbps でイーサネット・ベースのトラフィックの
完全なパケットキャプチャと分析を提供する次世代の設計であり、
すべてのフレームサイズ
（64～10,000 バイト）
でパケット損失
が発生することはありません。
LTE向けSARTソリューションは、
フィールド用ポータブル型ユニットとして構成できます。
この場合、
このような 2 つのインターフェイスカードをサポートでき、
ネットワーク内の複数のポートからのトラフィックがキャプチャされ、
1 つの分析ストリームにマージされます。
分散ソリューションのユースケースでは、
DNA HD プローブも高密度データアクセス
ソリューションであり、
各ユニットは最大 16 個の 10/100/1000 Mbps イーサネットポートをサポートできます。
データアクセスソリューションの再利用
LTE 向け SART は、xSIGHT Traffic Agent（TSA）からのデータ収集をサポートします。xSIGHT は、ネットワーク全体、24 時間
365 日対応のネットワークおよびサービス保証ソリューションです。
データアクセスに TSA を使用することで、LTE 向け SART
ソリューションのコストが大幅に削減され、xSIGHT TSA からの ROI が向上します。TSA を使用する場合、LTE 向け SART
は、TSA から設定情報を自動的にコピーして SART 設定テーブルにデータを入力し、各パケットについて TSA が保持している
リッチ化データを抽出できます。
マルチユーザー操作
LTE向けマルチユーザーSARTソリューションは、単一のソリューションで複数のクライアントとの高性能なマルチクライアント
分析を可能にします。すべてのクライアントは、
システム全体のパフォーマンスに影響を与えたり制限したりすることなく、同じ
ハードウェアプラットフォームを経由して流れる測定値に同時に、完全に独立してアクセスできます。
このソリューションは、
現在利用可能なマルチユーザー機能に対して、最も柔軟性と拡張性に優れた高性能なアプローチを提供します。

E-UTRAN での SART 最適化解析
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シグナルアナライザー：独自の柔軟性と拡張性を備えた業界トップのソリューション
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ラボとフィールドをカバーするモデルの使用
LTE 向け SART ソリューションは、実験室とフィールドの両方の運用をカバーする使用モデルに対応するように構成できます。
ラボでのユースケースの場合、理想的な構成は、LTE ソフトウェア向け SART と、標準の市販のサーバーにインストールする
10 GigE/1GigE データアクセスインターフェイスの組合せです。
フィールドディスパッチのユースケースが必要な場合は、
ソフ
トウェアと 10 GigE/1 GigE インターフェイスカードを ACME NETPAC ポータブル型サーバーにご利用いただけます。ACME
NETPAC ポータブル型サーバーは、
このようなフィールドディスパッチのユースケース向けに特別に設計された、ポータブル
型の高耐久性サーバーパッケージです。

シグナルアナライザーのフィールド用ポータブル型ソリューション

分散型ネットワークソリューションが必要なユースケースでは、LTE 向け SART ソフトウェアを中央のサーバーにインストール
することで、
リモートに配置された DNA HD プローブまたは xSIGHT TSA エージェント
（xSIGHT ソリューションがすでに導入
されている場合）に接続できます。xSIGHT TSA エージェントが NFV 仮想化環境に導入されている場合、LTE 向け SART を使
用して、NFV ベースの LTE ネットワークの監視とトラブルシューティングを行うこともできます。LTE 向け SART は、NFV ベース
の LTE ネットワークの監視とトラブルシューティングに使用されます。
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