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IOWN構想やSmartWorldの実現を支える革新的な基盤技術に取り組む
NTTネットワーク基盤技術研究所

3 通信品質評価／トラヒック制御／ NW-AI

需給の可視化・マッチングによる
完全自律オペレーション実現への取り組み
通信トラヒック品質プロジェクトでは需要 / ネットワーク環境変化に自律的に適応し、サービス／社会の要求に応え続け
る「自己進化型ゼロタッチオペレーション」と、ユーザの利用に合わせて快適にサービスを使い続けてもらいながら、自
社の NW ／サービスのコスト削減に貢献する「ユーザエンゲージメント・オペレーション」の実現に取り組んでいる。
本稿では、同研究所のこれらの取り組みと、新たに立ち上げつつあるテーマについて紹介する。
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効率的に価値を創出する「トラヒッ
クデータ価値化」に新たに着手した。
以下に取り組みの内容について紹介
する。
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（図 3）
。

測定・可視化

化なども含まれる。
② 測定・可視化：端末や NW 等な
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ユーザエンゲージメント・オペレーション
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②他事業者システムを含めた制御

たな価値創出を図っていく。

他事業社において取得情報や制御項目が制限される場合のユーザ要望を満たす最適な制御パラメータの導出する。
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を用いずに外部情報
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アクティブ測定等）
のみからシステム状態の推定する。

これまでの取り組みにおける協調制御
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新たに踏み出す領域：マルチプレイヤー協調制御
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マルチプレイヤー協調

制御へ拡大していく（図６）。ドメ

どの ICT 環境の性能や品質を機器の

ICT リソースの最適制御を行うこと

イン / プレイヤー毎に制御対象や制

ログや外部からのアクティブ測定に

も含まれる。

御ポリシが異なるリソース制御を協

より明らかにする技術である。得ら
れる情報からエンゲージメント指標
への変換や効率的な監視に向けた可
視化も含まれる。

調させ、End-to-End での最適化を

ユーザエンゲージメント連携
制御技術

めざすことで、IOWN 時代における
多様な社会サービスを支える ICT

将来的には上記の①から④のユー

基盤を支えていく。

③ 分析・予測：測定・可視化され

ザエンゲージメントの要素技術を組

たユーザエンゲージメント情報から

み合わせ、有線・無線 NW、サーバ、

将来の品質や解約の予測、その原因

端末などの多様なリソースに対し

今日のネットワークサービスは

分析を行う技術である。品質劣化が

て、サービス提供者やエンドユーザ
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発生しても朝のラッシュで発生する

の要望に基づき

もので定常的に発生するかに関する

ユーザエンゲー

オペレーションの高度化判断なども

ジメントが高い

含まれる。

サービスの提供

④ 推定・制御：分析・予測された

をめざす。ここで

結果を元に設備増強やサービス設計

は、図５に示すよ

への反映や機器のパラメータを最適

うに、サービス利

化する技術である。ここではリアル

用行動からユー

タイムのアプリ制御も含めて各種

ザ の 求 め る QoE
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のみからシステ

従来の通信経路
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エネルギーが逼迫しているエリア

ユーザ

る技術を構築す

サーバ

エネルギーが潤沢なエリア
制御後の通信経路
図８

エネルギー逼迫時の NW リソース制御

「トラヒックデータ価値化」の
実現に向けて

る（ 図 ７）
。こ

通信トラヒックや品質に関する

こでは、自社の

データ、NW ／システムのログ・パ

仮想化環境や

フォーマンスデータ、Twitter 等の外

NW 暗号化によ

部データ等、様々なデータから、NW

り複雑かつブ

やシステムの異常度やユーザの体感

ラックボックス

品質（QoE）等、直接観測できない

な環境における

ものも特徴量として抽出することで、

品質可視化や原

異常検知や最適制御、アクションプ

因分析技術を

ラン策定等、目的に応じたソリュー

ド事業者・サービス事業者）の相互

活用して技術構築を進める。

ションを提供してきた。データ分析

接続により構成されているため、他

他事業者システムを含めた制御技術

では、一般的には、図９のデータ取

事業者のシステム状態を把握するこ

自社網に加え、他事業者システム

得から汎用的なフォーマット変換ま

とができず、エンド・ツー・エンド

の状態推定で得られた情報を組合

では、データ個々に対応が必要であ

による品質設計・監視・制御が困難

せ、汎用的な統合制御の枠組みを構

るが、特徴量抽出は、汎用的な機能

である。

築することで、End-to-End での最

であり、共通モジュール化（トラヒッ

実際にゲームなどのサービス提供

適化、社会システム全体での最適化

クデータ価値化）を進めることで複

事業者からお客様からの利用する

に向けた検討を進める。また、自社

数の特徴量の組合せにより、新たな

NW 環境の違いに起因する品質劣化

網でも、エネルギー逼迫時の NW

ソリューションを創出していく。

のクレームに対応できないこと、そ

リソース制御（図８）や再生可能エ

れによるユーザ離反の解決要望が寄

ネルギーを最大限活用可能とする

せられている。
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そこで、他事業者インフラ / サー

おわりに
当プロジェクトでは「自己進化型
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ビスに対して内部情報（システム構

ゼロタッチオペレーション」、「ユー

める。

成 / 監視情報等）を用いずに外部情

ザエンゲージメント・オペレーショ

報（外部からのアクティブ測定等）

ン」、「マルチプレイヤー協調」、「ト
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研究開発を推進することで、
完全自律オペレーションの
実現をめざしていく。

プロビジョニング業務

新サービス・新料金体系の需要予測
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