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Analytics-basedオペレーション

ネットワークの大規模化，複雑化に
伴い，ネットワーク故障の検知，要因
特定やそのサービス影響把握が困難と
なってきています．結果的に復旧作業
の長期化や故障対応稼働の増大といっ
た課題が発生しています．頻度が多く，
定型的な故障については，対応の定型
化，自動化による迅速化，省力化が進
められているものの，特にサイレント
故障と呼ばれる，ユーザ申告によって
検出される故障や，頻度の少ない特異
故障に対しては，復旧対応が長時間化
するケースがあります．

一方，近年ビッグデータ ・ 機械学習
技術が発展しています．ネットワーク

内外から得られるデータからこれら技
術を活用して潜在的なネットワーク状
態を推定することで，検知や要因特定，
サービス影響を推定することができる
可能性があります．NTTネットワー
ク基盤技術研究所では，ネットワーク
データから機械学習技術によってネッ
トワーク状態を推定することでネット
ワーク故障対応の迅速化 ・ 正確化 ・ 省
力化を実現するオペレーションを

「Analytics-basedオペレーション」と
称して研究開発を進めています．

Analytics-basedオペレーショ
ンの要素技術

ネットワークサービスの障害対策
は，検知 ・ 要因分析 ・ 復旧の各段階に

ついて検討しています（図 1 ）．まず，
検知段階としては，サービス状態の可
視化，目視監視業務の支援，サイレン
ト障害検知，予兆検知等の技術開発に
取り組んでいます．そのため，ネット
ワーク内外のデータからネットワーク
状態を推定し，その状態が，過去の故
障と紐付く状態であるか，または通常
発生しない異常状態であるかを判定
し，故障およびその予兆状態を検知し
ます．さらに要因分析では，要因分析
段階としては，故障要因特定，故障個
所特定，サービス影響把握等の技術開
発に取り組んでいます．特にサイレン
ト故障などの機器アラートによらない
検出故障に対して，その個所特定，要
因特定を行います．また，同時に当該
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図 1 　Analytics-basedオペレーションの要素技術
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将来ネットワークの実現に向けた 
Analytics-basedオペレーション

NTTネットワーク基盤技術研究所では，将来ネットワークの実現に向け
て，ネットワーク内外から得られる装置ログ，トラフィック，トラブルチ
ケットなどのデータ分析，およびネットワーク故障対応の迅速化・正確化・
省力化に取り組んでいます．本稿では「Analytics-basedオペレーション」の
要素技術について紹介します．
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故障のサービス影響を推定すること
で，対応の緊急度などを判断します．
最後に復旧段階としては，復旧作業定
型化，復旧作業自動化等の技術開発に
取り組んでいます．

ここでは，Analytics-basedオペレー
ションを実現するための各要素技術に
ついて概説します．
■検　知

ネットワークの状態を推定するため
のデータ源としては，装置が出力する
アラート，状態変化を示すSYSLOG，
さらにリンク，CPUなどのリソース
使用率の性能ログが挙げられます．ま
た，それ以外にいわゆる試験呼による
サービス監視情報，さらにお客さま申
告やTwitterなどのネットワーク外部
のデータもネットワーク状態推定に利
用可能です．これらのデータ源を組み
合わせて，ネットワーク状態を推定
します．

ただし，SYSLOGはベンダ依存の
自由フォーマットのテキストログであ
り，統計処理が困難であることに加え，
1 行 1 メッセージの形式で，状態変
化によっては複数メッセージにわたっ
て発生するものもあり，この場合複数

メッセージをグルーピングして状態変
化を検出するという課題があります．
この課題に対して，私たちは機械学習
を用いたアプローチを検討していま
す．具体的には多数のSYSLOGから
パラメータ部を推定し，同部分を無視
することにより同種のログをグルーピ
ングするベンダ非依存，事前知識不要
なテンプレート化技術，さらに同時に
発生しやすいメッセージをグルーピン
グするイベント抽出技術を確立しまし
た（1）（図 2 ）．

また，これらデータ源から推定した
状態に基づき故障検知を行います．従
来の故障検知は，SYSLOGの特定文
字列発生や性能ログのしきい値超過な
どのルールによるものが一般的でし
た．しかし，故障か故障でないか判別
が困難な事象に対して，ルールベース
の監視では偽陽性，偽陰性の課題があ
り，機械学習の適用によりこれら課題
を解決できる可能性があります．機械
学習による異常検出は，主に過去に発
生した故障と関連する状態を学習し，
その状態を故障状態，および予兆とし
て検知するアプローチと通常状態から
統計的に逸脱を異常として検知するア

プローチに大別されます．後者は未知
故障に対しても適用可能であるとい
う特長がある反面，発生事象の特定が
困難であるという課題があります．私
た ち は 故 障 時 に 特 異 に 発 生 す る
SYSLOGの抽出や，周期性や発生頻
度が低いSYSLOGを抽出する双方の
アプローチで異常検知する技術を確立
しています（2）．
■故障要因特定・サービス影響把握

検知した故障に対して復旧などの対
処を行うためには，要因の切り分け ・
特定や，サービス影響の把握が必要と
なります．これは発生事象の要因と結
果の双方を推定するタスクといえま
す．頻発，定型化した故障に対しては，
切り分け ・ 特定の手順が確定されてい
る場合がありますが，未知，特異故障
に対しては，切り分け ・ 特定が長期化
する場合があります．これに対して，
前述の故障時の状態学習結果を逆方向
に用いて，観測状態から要因となる故
障を推定する方式の適用が有効である
と考えられます．また，サービス影響
推定には，試験呼によるサービス監視
やお客さま申告情報やTwitterなどの
ネットワーク外部情報の活用が有用で

図 2 　イベント抽出技術
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すが（₃），試験呼の網羅性や故障と申告
の関係のばらつきが課題となります．
これらに対して，サンプリング，欠損
やノイズを含むデータから状態を推定
する手法の適用により，より正確な
サービス影響把握の可能性があり
ます．
■故障復旧

オペレーション負荷の軽減と故障発
生時間の短縮のためには，故障対応手
順を明らかにしておくことが必要で
す．故障対応手順が明らかでない場合，
オペレータは過去の異常発生と対処内
容を記述した対応履歴（トラブルチ
ケットデータ）から，故障対応手順を
判断しますが，膨大かつさまざまな情
報が混在する対応履歴をオペレータが
読み解き，故障対応手順を判断するこ
とは多くの手間を要するため，故障発
生時間を長期化させます．私たちは故
障復旧作業の定型化，自動化を目指し，
自由記述の故障対応記録（トラブルチ
ケットログ）に着目，この記録からの
作業項目抽出技術，複数記録からの作
業同定に基づくワークフロー生成技

術，クラスタリングによる作業分岐抽
出技術を開発し，全体として故障対応
ワークフロー可視化技術を確立しまし
た（₄）（図 ₃ ）．

今後の展開

本稿では，データ分析に基づく故障
対応高度化について，検知，分析，復
旧のそれぞれの手順に対して，技術課
題とデータ分析による課題解決の可能
性，およびNTTネットワーク基盤技
術研究所が取り組んでいる技術を紹介
しました．今後，お客さま品質の向上
と運用稼働削減を目指し，多岐にわた
るデータを活用していく技術開発を進
めていきます．

■参考文献
（1） T. Kimura, K. Ishibashi, T. Mori, H. Sawada, 

T. Toyono, K. Nishimatsu, A. Watanabe, A. 
Shimoda, and K. Shiomoto：“Spatio-temporal 
Factorization of Log Data for Understanding 
Network Events,” Proc. of IEEE INFOCOM 
2₀1₄，pp.₆1₀-₆1₈，2₀1₄.

（2） 木村 ・ 森 ・ 豊野 ・ 石橋 ・ 塩本：“ネットワー
ク監視ログの生起パターンに基づく異常イベ
ント検出法,” 信学ソ大，B-₆-₈₀，2₀1₃．

（3） K. Takeshita, M. Yokota, and K. Nishimatsu：
“Early Network Failure Detection System by 
Analyzing Twitter Data,” Proc. of IFIP/
IEEE IM 2₀1₅，Ottawa，Canada，May 2₀1₅.

（4） 渡邉 ・ 木村 ・ 豊野 ・ 石橋：“運用業務手順の
獲得に向けた作業ログにおける業務分岐点の
抽出,” 信学技報，Vol.11₄，No.₅2₃，ICM2₀1₄-
₆₃，pp.₅₅-₆₀，2₀1₅.

12/10 異常発生

異常ログ確認

モジュール異常あり

17:15 装置を停止

17:27 別モジュール挿入

12/12 解析結果受領

ベンダ解析依頼

クローズ処理実施

履歴ID 発生日時
履歴ID 発生日時

履歴ID 発生日時
履歴ID 発生日時

交換完了でクローズします

02/01 アラーム発生

装置ログインし異常確認

モジュールが停止中

11:15 モジュール交換

周知完了

12:00 ベンダ解析依頼

図 3 　ワークフロー可視化技術
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02/01 アラーム発生
装置ログインし異常確認
     #show system
          Module Error
モジュールが停止中
11:00 現地到着の連絡有
11:15 モジュール交換
11:30 復旧しました
周知完了
12:00 ベンダ解析依頼
Mail from : xxxx
交換完了でクローズします

作業記録
02/01 アラーム発生
装置ログインし異常確認
     #show log
          Module Error
モジュールが停止中
11:00 現地到着の連絡有
11:15 実施交換
11:30 復旧しました
周知完了
12:00 ベンダ解析依頼
Mail from : xxxx
交換完了でクローズします

入力：故障対応記録

教師あり学習により，
作業だけを自動判別

①

複数の作業記録からマッチング最大化により
同じ記述を特定し作業の遷移図を生成

作業記録のクラスタリングによる，
対処が変化する分岐ポイントの抽出

③②

石橋  圭介

NTTネットワーク基盤技術研究所では，
これらネットワーク内外のデータ活用によ
るAnalytics-basedオペレーションの具現
化を目指し，機械学習 ･データ科学センタ
と連携して研究開発を進めています．
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