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IOWN構想を実現する革新技術と事業へ貢献する先端技術に取り組む
NTTアクセスサービスシステム研究所

9 オペレーション技術の推進

業務の仕組みを変革し続けるヒトとシステムの
協働型オペレーション技術
NTT アクセスサービスシステム研究所（以下、AS 研）では、Smart World を目指してオペレーション業務のデジタルト
ランスフォーメーション（以下、DX）化をソフトウェア技術で実現するための研究開発を行っている。以下では、災害
復旧支援技術と UI( ユーザーインターフェース ) 拡張高度化技術について述べる。
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