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ETSI（European Tele communi
cations Standards Institute：欧州電
気通信標準化機構）においてネット
ワーク運用の自動化技術の標準化を
目 的 にZSMISG（Zero Touch Net
work and Service Management 
Indus try Specification Group）が発
足しました．ここでは本ISGのねら
いとNTTグループが推進しているス
ライス標準化の関係について紹介し
ます．

ZSM構想

最近ネットワーク運用技術の専門家
の間で“Zero Touch Network and Ser
vice Management（ZSM）”という言
葉が注目されています．これはネット
ワーク運用の大幅な自動化をめざした
ビジョンであり，究極的にはZero 
Touch，すなわち全く人手を介さない
運用を視野に入れた構想です．このよ
うな構想が生まれた背景には従来型の
人手を介するネットワーク運用ではス
ライスやエッジコンピューティングな
ど高度化するネットワークサービスの
提供にタイムリーに対応できないこ
と，先進国を中心に熟練作業者の確保
が困難になり従来型のネットワーク運
用に限界が出てくることなどがありま
す．また，仮想化技術やAI（人工知能）
の発達により，ソフトウェアを中心に
した自動化技術の実現に現実味が出て
きたことも挙げられます．さまざまな
可能性を持つ技術であるためETSI

（European Telecommunications Stand

ards Institute）において新技術を扱
うのに適したグループ形態であるISG

（Industry Specification Group）を設
置する方向で検討が進められました．

ISG設置に向けた動き

Zero Touchによるネットワーク運
用自動化技術の標準化をめざし，2017
年春ごろから有志によりETSIで新
ISGに向けた準備作業が始まりまし
た．準備作業の中心となったのは
Deutsche TelekomでNTTドコモ，NTT，
Ericsson，Hewlett Packard En ter
prise，Huawei，IBM，Intel，NEC，
Nokia，Sprint，Telefonica，VIAVI 
Solutions，ZTEからも有志が議論に
加わりました．提案書は2017年11月
にまとまりETSI Boardの承認により
正式にISGが発足しました．

提案書と並行してオペレータの有
志でホワイトペーパも作成されまし
た（1）．このホワイトペーパにはZSM構
想に至る課題認識，業界のトレンド，
標準化の必要性などがまとめられて
います．ZSMは主に5G（第 5 世代移
動通信システム）のネットワーク管理
への適用をねらっていますが，特に
ネットワークスライスへの管理での
利用が期待されます．ISG設置前から
ZSMとスライスの関係の重要性につ
いてはNTTグループから繰り返し主
張し続け，ISGの方向付けに貢献して
きました．

会合での議論

■第 １ 回会合
ZSMISGのKickoff meeting（第 1 回

会合）は2018年 1 月10〜12日にフラン
ス，ソフィアアンチポリスにある
ETSI本部で開催されました．ISGの
設置承認からクリスマス休暇を挟んで
1 カ月程度の短期間でしたが，23社か
ら42名の参加者が集まりました．各社
からの寄書は28件であり，今後の作業
の進め方やネットワーク運用の自動化
に関する各社の考えを紹介するものが
多くみられました．

本会合は最初の会合なので役職者の
選挙が行われました．ISG議長は本
ISGの発起人であり，準備会合で取り
まとめ役を務めたMartiny Klaus氏

（Deutsche Telekom）が選任されまし
た．ISG副議長にはToche Christian氏

（Huawei France）とSprecher Nurit氏
（Nokia）が選任されました．なお，今
回の役職者の選挙に関して投票権は
Founding Member（ISG設置提案の
支持企業14社）に限定されていまし
た．本ISGの立ち上げの議論に早期か
ら参加し，Founding Memberの資格
を確保したことが，以下に述べるスラ
イス議論にもさまざまなかたちで影響
しました．標準化グループへの参加の
際には早めのアクションが重要である
といえます．

3 日間の会議の多くの時間でZSM
に対する各社の考えの紹介と今後の方
向性に関して議論されました．ブレー
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ンストーミング的な議論でしたが，
NTTからスライス管理におけるZSM
の有用性を紹介し，各社から関心を集
めることができました．スライスに関
してはNTT以外にも数社から寄書が
提出されましたが，NTTの寄書はス
ライスライフサイクル管理，アイソ
レーションなど具体的なユースケース
に基づきZSMの有効性を示している
点で検討のレベルが深く，多くの参加
者から個別にアプローチを受けるなど
関心を呼びました．

ZSMにはオペレータのみが集まる
NOC（Network Operators Council）
が設置されています．オペレータの意
見を適切に標準化方針に反映させるた

めに重要な役割を果たすことが期待さ
れているグループです．ZSMISGの
全体会合に対しては助言機関という位
置付けとなっています．第 1 回会合で
はNOCの議長，副議長の選出も行わ
れ，議長にはKhan Ashiq氏（NTTド
コモ），副議長にはManning Serge氏

（Sprint）が選出されました．
会合の最終日には議論を取りまとめ

てWork Itemの承認（表）を行いました．
標準化の基本文書として要求条件や
アーキテクチャを高い優先度で作成し
ますが，スライスに関する文書や自動
化技術に関するレポートや関連技術の
調査に関するWork Itemもあります．

■第 ２ 回会合
第 2 回会合は2018年 3 月13〜15日

にフィンランド，ヘルシンキ近郊の
Nokia Training Centerで開催されま
した．参加者は26社から45人，技術
提案に関する寄書は35件でした．

ここでNTTから提案したスライス
管理に関するZSMの要件について紹
介します． 1 つはスライスライフサイ
クル管理に関するものです．スライス
のライフサイクル管理は3GPP（3rd 
Generation Partnership Project）で
規定されています．これは個々のスラ
イスの基になるTemplateと呼ばれる
ものを作成する段階（Preparation），
Templateを 基 に 個 々 の ス ラ イ ス

（Instance）を生成し，これに資源を
割 り 付 け る 段 階（Commissioning），
Instanceを運用し，必要に応じて割り
当てる資源の割当を修正する段階

（Operation），Instanceの運用を終了
し，割り当てられた資源を開放する段
階（Decommissioning）で構成されま
す（図 １ ）．これらの各段階は適切な
資源の検索，確保，利用が終了した資

表　ZSMで作業中のWork Item （2018年3月時点）

WI GS/GR タイトル ラポータ 完成予定
時期 備考

ZSM001 GS Use cases and requirements Michael Klotz（Deutsche Telekom） 2018年11月

ZSM002 GS Reference Architecture Uwe Rauschenbach（Nokia） 2018年9月

ZSM003 GS End to end management and 
orchestration of network slicing Lan Zou（Huawei） 2018年11月 2018年5月から作業開始

ZSM004 GR Landscape Jinhua Wu（ZTE） 2018年11月

ZSM005 GR Means of Automation Andreas Krichel（Hewlett 
Packard Enterprise） 2018年6月

ZSM006 GS Proof of Concept Framework Klaus Martiny（Deutsche Telekom） 2018年4月 第2回会合で作業開始を承認

図 1 　スライスライフサイクル管理

【Preparation】 【Commissioning】
生成したスライス
を運用．必要に応
じて資源の割り当
てを変更

【Operation】
スライスの運用を
停止し，割り当て
られた資源を開放

【Decommissioning】
Templateを基に
個々のスライス
（Instance）を生成

個々のスライスの
基になるTemplate
の生成
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源の再配置など複雑な運用が必要であ
り，効率的なスライス管理には自動化
技術の適用が不可欠であるという点を
主張しました．論点が具体的であるが
ため，多くの参加者から関心を集め電
話会議も含めて 3 回レビューされ，発
足間もないISGで用語定義など混乱が
続く中，比較的早期にZSMの要件と
して承認されました．

もう 1 つはスライスのアイソレー
ションに関するものです．アイソレー
ションはスライス間の独立性に関する
概念ですが，これまで標準化コミュニ
ティで確立された定義がなく，議論が
紛糾しがちでした．アイソレーション
を不干渉性と定義し，完全なネット
ワーク資源の分離によるスライス技術
の確立をめざす動きもありますが，既
存のネットワークインフラの活用やス
ライス運用の柔軟性確保の観点で現実
的ではないとの指摘もありました．こ
のためNTTからスライスのアイソ
レーションを他スライスの高負荷状態
によるネットワーク特性の劣化を許容
範囲にとどめるという状況とする新概
念（図 ２ ）を提唱しました．この概念

は参加者からの関心を呼び，例えば
PON（Passive Optical Network）や
CATV（Cable Television）のアクセ
ス回線などの共有型リソースへのアイ
ソレーションの適用可能性などが議論
されました．NTTからは共有型リソー
スの適用はスライスにおける課題であ
るが，ZSMのような自動化技術がめ
ざすべき課題であると説明し理解を得
られました．

このほかにもスライス関係の提案は
多数あり，NTTからの積極的な寄書
提案の結果，スライスがZSMの主要
な応用例として参加者の認知を得るこ
とができました．

第 2 回会合では今後本格化するアー
キテクチャ議論に向けてアーキテク
チャ策定の原則に関する議論も行われ
ま し た．Modularity，Extensibility，
Scalability，Modeldriven open 
inter face，Closed loop management 
automation，Security，Authenti
cation，Authorizationなどの原則が議
論され一部合意されました．これらの
原則はZSMの外形的な要件であるシ
ナリオや要求条件とともにアーキテク

チャ作成の指針として参照されること
になります．

標準化検討の推進と対外的なプロ
モーションのためにNFV（Network 
Functions Virtualization）などで行
われているPoC（Proof of Concept）
をZSMでも行うことが合意されまし
た．PoCは基本的に 2 ベンダと 1 オペ
レータ以上の参加でチームをつくり，
実施することとなります．詳細につい
てはPoCの枠組みを記述した文書を
作成しており，これによりPoCの活動
全体を規定することとなります．

今後の予定

引き続き作業進捗のため電子会議で
検討を継続しています．隔週開催です
が，時間不足で持越しになる寄書も出
るほど議論は活発です．

第 3 回 会 合 は2018年 6 月 に 中 国，
深セン，第 4 回会合は2018年10月に
米国，カンザスで開催される予定です．
2018年の末には主要なWork Itemの議
論がまとまる予定であり，ZSMの全
貌が明らかになると期待されます．

■参考文献
（1） https://portal.etsi.org/TBSiteMap/ZSM/
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スライスA

スライスB

遅延，パケットロスなどネットワーク特性の悪化

高負荷状態

図 2 　スライスアイソレーションの概念

ネットワーク特性の劣化が
許容範囲であればアイソ
レーション確保と考える新
概念を提唱


