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これまで NS研ではオペレーショ
ンの稼働削減および付加価値創出に
向け、オペレーションの自動化を推
進してきました。特に、現在は、既
存の自動化ツール等の連携判断をシ
ナリオ化して人間の介在無しで業務
を完了させる技術や、マルチレイヤ
のアラームを統一的に扱うためのア
ラームクラスタリング技術、サービ
ス影響を予測し制御するサービス影
響算出技術等の AIの研究に取り組

んでいます。
このままオペレーションの自動
化、AI化を推進し続けたときに想
定される課題として、作成した自
動化ツール、シナリオ、AIが環境
の変化（例えば、ファイル更新に
よる装置の挙動の変化、故障によ
るサービス状態の変化、お客様の
使い方の変化によるトラヒック状態
の変化など）に対応できず、正常に
動作しなくなることが考えられま
す。そこで NS研は、環境の変化に
ICTシステムが自律的に対応して、
変化が起こる都度人間が修正・検証

を行う必要をなくすことで、ますま
す規模が拡大し、短期間に変化する
ICTシステムに対応したオペレー
ションの構築をめざしています。そ
のためには、変化に対する自動化シ
ナリオや AIモデルを、人間が更新
するのではなくシステムが自律的に
実行する必要があります。
図 1に自己進化型 ZTOのイメー

ジを記載します。自己進化型 ZTO

においては、AIの再学習を自動的
に行う技術や、再学習をシミュレー
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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図 1　自己進化型ZTOのイメージ
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には、環境の変化は AIが自律的に
対応することができます。また、それ
らの AIがどのように組み合わさって
ワークフローとして動作しているかに
ついてもAIが分析し、オペレータに
提示して変化に適応できているかどう
か確認できるようにしたり、例外処理
や AIの再構成を自動的に実行するこ
とで、より大規模・丁寧なネットワー
ク運用が可能となります。

図 2に自己進化型 ZTOのレベル
を示します。NS研は現在進めている
自動化をレベル 1として、システム
の対応のレベルを 4つに分けて段階
的に研究を進めていく予定です。以
下、レベル 2からレベル 4までの各
レベルの実現イメージとそれを可能
にする技術について説明します。
レベル 2は自己進化型 ZTOの最
初の段階である“対話型自律オペレー
ション”として、一度起こった変化
から得られるノウハウである、いわ
ゆる暗黙知をシステムが自律的に活
用できることをめざしています。
そのために、変化を学習できる

AIをワークフローに組み込むこと
で一度起こった変化から推論可能な
変化への適応を可能とします。しか
し、AIを組み込む際に、AIが判断
を誤る、対応できない変化がある場
合に正常なオペレーションができな
くなるという課題があります。この
課題に対応するため、オペレータの
判断を模擬して、AIの分析結果や
処理内容と、装置やサービスの状態
確認結果を多面的に分析して、オペ
レーションが正常に処理できている
かを判断するワークフロー AIを用

ション”であり、例えば、コロナウ
イルスの感染拡大による社会変容と
いった起こることを想定することも
難しい事象をも捉えた自律化を達成
します。そのためには、ネットワー
クだけでなく、気象（災害の発生）
や人流（トラヒックの変化）といっ
た様々なデジタルツイン環境とネッ
トワークのデジタルツインを連携さ
せたデジタルツインコンピューティ
ングにより、様々な変化を事前に捉
えてプロアクティブに対応できる能
力を獲得することを考えています。

現在はレベル 2、レベル 3の技術
要素の研究を行うとともに、実オペレー
ション環境での実証実験の準備を行っ
ています。本研究のロードマップとし
ては、レベル 2を 2023年度、レベ
ル 3を 2025 年 度、 レ ベ ル 4を
2030年度（IOWN時代のオペレー
ション）に実現することをめざし、アク
セス系、トラヒック研究を行っている他
研究所（ネットワーク基盤技術研究所、
アクセスサービスシステム研究所）の
オペレーション研究チームと連携して、
NTT研究所一体で研究を進め、より
大規模、高度、柔軟なネットワークオ
ペレーションの実現を図ります。

意し、正常に処
理できない場
合 に は オ ペ
レータに介入
を要求します。
このとき、オペ
レ ー タ に は
ワークフロー
AIの判断理由
を説明するとともに、推奨する対応
案を列挙するなど、オペレータが処
理の途中からでも介入しやすくしま
す。また対応内容から個々の AIを
自動的に学習させる方法も研究して
います。 

レベル 3は“条件付き自律オペレー
ション”として、事前に想定される未
知の変化への自律的な対応を行うこ
とをめざしています。例としては、故
障（多重故障を含む）や、輻輳など、
起こる可能性があるが、どこにどの
ように起こるかが不明なものを指しま
す。これは現実世界には起きていな
い未知の変化であるため、デジタル
ツイン環境において様々な変化を発
生させることで、AIがそれらに対応
できる能力を獲得しておき、将来起
こる変化への適応を可能にします。
また、現実世界で実際に変化が起
きた際には、オペレーションを行う前
に予めデジタルツイン環境でドライラ
ン（予行演習）を何通りも行うことで、
最適な AIのパラメータ、組み合わせ
となるワークフローをリアルタイムで探
した後に、その条件で処理を行うこと
も可能とします。以上のように、レベ
ル 3においては、デジタルツインを活
用した AI強化、および、オペレーショ
ンのドライランにより達成します。
レベル 4はどのような変化に対
しても対応できる“自律オペレー
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