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NTT ネットワークサービスシステム研究所（以下、NS 研）は IOWN 時代における究極のオペレーションとして、人的リソースを必
要とせず、環境変化にも自律的に適応する 自己進化型ゼロタッチオペレーション（自己進化型 ZTO） をめざしています。本稿
ではその世界観と、段階的に達成していくにあたっての到達レベルごとのイメージおよび実現に必要となる要素技術を紹介します。
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ション環境で行うことを可能とするデ
ジタルツイン技術を活用することで環
境の変化に自動的に適応させます。
環境の変化にシステムが適応でき
ない場合には、都度オペレータが介
在して変化を吸収する必要がありま
す。 一方で、変化に適応できる場合
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レベル 4 はどのような変化に対
しても対応できる
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ペレーションの実現を図ります。

自律オペレー
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