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機械学習・データ科学センタが推進するビッグデータ技術の横断的研究開発

機械学習技術

本稿では機械学習 ・ データ科学セン
タ（MLC: Machine Learning and 
Data Science Center）を中心にNTT
研究所で進めている，機械学習技術の
適用によるネットワークの設計，運用，
制御に関する諸課題を解決する取り組
みについて紹介します．

機械学習技術は観測された膨大な
データから，隠れた法則性や生成モデ
ルを高精度に推定し，将来予測や最適

化を実現する技術であり，これら技術
を適用することでネットワーク品質
向上，コスト削減を図れる可能性があ
ります（図 1 ）．本稿では①故障の早
期 ・ 予兆検知によるサービス品質向
上，②運用者作業記録，操作ログから
の運用者作業ワークフロー抽出によ
る運用自動化，③トラフィック生成要
因からのトラフィック予測による設
備最適化，の 3 点の取り組みについ
て紹介します．

故障の早期 ・ 予兆検知による 
サービス品質向上

故障に伴うサービス影響を最小化
するためには，故障や故障につながる
障害状態を早期もしくは未然に検知
する必要があります．従来の故障検知
では，機器ログなどの情報源からの観
測データに対して，故障や障害状態と
の対応をあらかじめルールとして定
めるルールベースの手法が一般的で
した．しかし，網羅的な故障検知のた
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図 1 　機械学習技術の適用

機械学習 ・ データ分析によるネットワーク設計 ・
運用高度化

本稿では機械学習技術の適用によるネットワークの設計，運用，制御に
関する諸課題を解決する取り組みとして，SNS・機器ログからのネット
ワーク状態推定による「故障早期・予兆検知」，運用者作業記録・操作ロ
グからの運用者作業ワークフロー抽出による「運用自動化」，トラフィッ
ク生成要因からのモバイルトラフィック予測による「設備最適化」につい
て紹介します．
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めには情報源が十分でない，また，近
年ネットワーク仮想化 ・ 機能のソフ
トウェア化によってネットワーク構
成や機器が動的になりつつあり，事前
のルール生成が困難になるという課
題があります．私たちはこれらの課題
に対して「検知対象情報源や特徴量の
拡充」「検知精度の向上」の取り組み
を進めています．
■検知対象情報源や特徴量の拡充

従来はネットワーク内部データと
して機器ログ，ネットワーク外部デー
タとしてサービス監視，ユーザ申告な
どを情報源として利用してきました
が，監視の網羅性，迅速性を向上する
ため，さらにTwitterなどのSNS情報
も含めた故障検知に取り組んでいま
す（1）．ただし，Twitterはテキストメッ
セージであり，かつ膨大なメッセージ
から故障につながるツイートを抽出
する必要があるため，テキストマイニ
ングや教師あり機械学習による判別
などの技術を適用することで，故障関
連ツイートを抽出する技術を開発し
ています．さらに，故障発生の有無に
加え，場所情報を推定することによっ
て，故障の発生個所，影響範囲の推定
も可能となり，より迅速な対処が可能
となります．

一方，従来ネットワーク監視に用い
られてきた機器ログは，主にリソース
負荷等を示すMIB（Management In
for ma tion Base）値等の数値ログ，機
器状態を示すシスログ等のテキストロ
グに大別されます．数値ログに関して
は従来，事前に故障や障害状態を示す
しきい値を設定するしきい値監視が一
般的でしたが，障害状態と数値しきい
値との対応が困難，膨大な数値ログに
対するしきい値設定が困難という課題

がありました．
この課題に対し，近年，統計的外れ

値を異常として検知する教師なし学
習，過去の故障発生時の数値に紐付く
値を故障予兆として検知する教師あり
学習による故障検知技術が普及しつつ
あります．私たちは，ネットワーク状
態の変化を示す特徴量として，個々の
数値ログごとの異常でなく，複数の数
値ログから得られる多変量時系列間の
相関関係の変化を異常として検知する
アプローチを検討しています．

テキストログに関しては特定単語に
対するキーワード監視や発生回数に関
するしきい値監視が一般的でした．し
かし，故障や障害状態が特定単語の指
定回数で表現されることは少なく，結
果的に目視監視の稼働増大を招いてい
ます．これらの課題に対して，私たち
はクラスタリングなどの機械学習技術
を用いることにより，単語単位でなく
メッセージ単位での監視や，発生パ
ターンに着目した異常検知を試みてい
ます（2）．また単一故障が複数の機器，
リソースに波及する場合，その故障の
把握，要因特定のためには，個々のロ
グ単体でなくログの組合せで状態を把
握する必要があります．私たちはログ
の同時発生性に基づくログのイベント
化，およびログイベントに基づく故障
検知にも取り組んでいます．さらに数
値ログ ・ テキストログ単体では検知で
きない故障を検知するため，両者を統
合した統合ログ分析技術についても検
討しています（図 2 ）．
■検知精度の向上

前述のように，故障検知の網羅性 ・
迅速性を高めるために情報源や特徴
量を拡充すると，必然的に故障が確
定的に発生したといえない情報を用

いることになり，誤検知 ・ 検知漏れ
の発生につながります．さらに，教
師あり機械学習によって故障検知モ
デルを生成する場合，膨大なデータ
から非常に少ない教師データ（故障
事例）を基に学習する必要があると
いう課題があります．従来の教師あ
り機械学習では故障例と通常例の距
離を最大化する識別器を生成するた
めに故障例が少ない場合に効率的に
学習できず，さらに誤検知 ・ 検知漏
れに関する指標の最大化となってい
ないという課題に対して，ここでは，
直接誤検知 ・ 検知漏れのトレードオ
フに関する指標であるpAUC （partial 
area under ROC curve）最大化（3）技
術の適用を検討しています．

運用者作業ワークフロー抽出に 
よる運用自動化

故障などの対応において，作業が定
型化されていない故障の場合，対応
者による手順のぶれや，それに付随
する故障対応の長時間化が課題とな
ります．さらに作業を定型化した作
業手順書も作成者によってぶれがあ
るという課題があります．一方で，
OPEX（Op er at ing Expense）削減の
ためネットワークの運用自動化が求
められており，近年運用自動化のた
め，RBA（Run Book Automation）
などの技術導入検討が進んでいます．
しかしながら，ここでもRBAに投入
するシナリオ作成，いわゆる作業定
型化には稼働がかかることが指摘さ
れています．

これらの課題に対し，私たちはさま
ざまな情報源から現在の運用における
対応手順の可視化を行う取り組みを進
めています．
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まず，故障対応時に運用者が記録す
るトラブルチケットログからの故障
対応ワークフロー自動生成技術の検
討を進めています（4）．トラブルチケッ
トには故障時の対応記録が残ってお
り，対応定型化に有用な情報源とな
り得ますが，一方で運用者による自
由記述のテキストデータであるため，
同一手順を取っていても記述内容が
異なる，さらには記述の詳細度（記
述有無）自体も異なるという課題が
あります．これに対して，複数系列
データ間の類似部分系列を高速に検
出する系列アライメント技術を適用
し，標記ぶれや記述漏れを補完する
技術を開発しました．具体的には，複
数のトラブルチケットの作業系列を
比較し，各ステップの作業ペアにつ
いて記述の類似度を計算，ペアをマッ
チさせるか，記述漏れによるギャッ
プとして先のステップとマッチする
かを動的計画法により高速に判断し
て，複数作業系列を突合します．さ
らにそれらトラブルチケット間の作

業手順の違いにより，切り分け作業
の抽出などを行う技術を開発してい
ます（図 3 ）．

一方，かつ緊急時など詳細手順を記
述することが困難であり，かつ事例
が少ない場合など，トラブルチケッ
トログからの作業手順生成が困難な
場合もあり得ます．その場合，運用
者の作業ログ自体の抽出 ・ 可視化が
有効です．このため，GUI（Graphics 
User Inter face）のAPI（Application 
Pro gram ming Interface）を解析する
ことによりアプリケーションに依存
せずにGUIの操作ログ系列を抽出す
る技術（図 4 ）の研究開発も進めて
います（5）．

今後は，これらの技術によって可視
化した操作ログ系列や故障対応ワーク
フローに基づいて，操作手順の定型化
や，さらに故障対応ワークフローと操
作ログ系列とを連携した運用自動化に
向けた取り組みを進めます．

トラフィック生成要因からのトラ
フィック予測による設備最適化

従来，設備設計のためのトラフィッ
ク予測は過去観測値からの将来外挿

（トレンド予測）によるものが一般的
でした．しかし，トラフィック生成要
因の動的な変化により，過去観測値か
らの将来外挿が困難になりつつありま
す．特にエリアごとのモバイルトラ
フィックでは，商業施設の新設や，イ
ベントなどによって突発的なトラ
フィック増加が発生します．

MLCでは，従来の時系列分析に加
え，モバイルトラフィックに影響する
外部要因，人間の行動パターン，アプ
リケーションの利用特性を分析するこ
とでトラフィック発生メカニズムをモ
デル化し，時間 ・ 空間的な変動の大き
いトラフィックに対する予測精度を向
上させるためのアプローチを進めてい
ます（図 5 ）．

長期的なトラフィックに対しては，
外挿時の外れ値を詳細分析すること

出力

%FSYS-5-CONFIG: Configured from console by vty2
（10.11.11.11）
 tty1（10.0.0.1）
 vty0
（192.168.0.2）
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図 2 　ログ分析技術
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によって，外れ値をもたらす生成要因
を抽出するアプローチが有効です．

また，それでも予測できない未知イ
ベントのトラフィック対策立案を可能

にするため，トラフィック量をユーザ移
動行動と通信行動に分解して予測する
ことにより予測精度を高めるアプロー
チも進めています．ユーザ移動行動に

ついては，時空間上の人数などの観測
値に対して，それらの相関関係をモデ
ル化し，時系列方向の将来予測を行う
時空間多変量解析により，人流予測技

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

交換完了でクローズします

オペレータが記述した非定型テキストである作業記録から，故障特定
および対処作業に必要なワークフローを抽出・可視化

入力：作業記録

① ② ③

履歴ID

012345

発生日時

2015/2/1 9:00

履歴ID

012345

発生日時

2015/2/1 9:00

作業記録
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

既知データからの
記述パターンの学習

複数記録の自動
マッチング最大化

グラフカットによる判断，対処
の自動抽出

①作業者の行動だけを自動判別
②同じ記述を特定し複数の作業記録から作業の遷移図を生成
③作業者のワークフローの抽出

出力：ワークフロー

作業記録
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 交換実施
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

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

ベンダへ解析依頼
12/12 解析結果受領
クローズ処理実施

図 3 　トラブルチケットからの運用自動化

……

【対象アプリケーション（不特定）】

【操作ログ】
時刻＝2014/11/20 11:23:45.789【操作ログ取得モジュール】

操作ログ系列

画面画像 画面構造

再帰的なツリー
構造データ
（実データ参照）

・操作対象（ID）＝ 1
・操作種別＝KEY_TYPED
・操作値＝つくば市花畑

作業内容

ウインドウ（ID＝0)

属性

タイトル＝新規工事登録

サイズ＝480×320

……

子要素

テキストボックス（ID＝ 1）

属性

値＝つくば市花畑

サイズ＝120×10

…

図 4 　GUIからの運用自動化
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術と連携したトラフィック予測技術の
検討を進めています．さらにこのよう
な物理空間上のユーザ行動に基づくト
ラフィック変動に加え，プロファイルご
とのサイバー空間上のユーザの行動モ
デル化，およびそのプロファイルごと
の人数を時空間多変量解析の各変量と
してとらえることにより，サイバー空間
上のユーザ行動を加味したトラフィッ
ク予測を行う検討を進めています．

今後の展開

本稿では，ネットワーク設計，運用，
制御にかかわる諸課題を，ネットワー
ク内外から得られるデータを機械学
習 ・ データ科学技術によって活用して
解決するアプローチについて概説しま
した．これは上記アプローチの可能性
のごく一部であり，今後さらなる応用
範囲の拡張を検討していきます．特に，

ネットワークデータの可視化，異常検
知など分析フェーズの高度化から制
御，運用フェーズの自動化の検討を進
めていきます．
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機械学習技術のネットワーク応用に向け
て，ネットワーク設計 ･運用に関するドメ
イン知識と機械学習技術の双方を結ぶ立場
として今後も研究開発を進めていきたいと
考えています．
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従来の時系列分析に加え，モバイルトラフィックの偏在性に影響する外部要因，人間の行動パタン，アプリケーション
の利用特性を分析することでトラフィック発生メカニズムをモデル化し，時間・空間的な変動の激しいトラフィックに
対する予測精度を向上させる．
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図 ₅ 　高精度なトラフィック予測


