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電気通信設備の概要

現在の生活に必要不可欠なICTサー

ビスを支えるために膨大な電気通信設

備が使用されています．電気通信設備

のうち，屋外に設置される構造物設備

（図１）は，現在NTTグループだけで

も光ケーブル約70万km，メタルケー

ブル約110万kmを保有し，それらを

支持する電柱は約1 200万本，ケーブ

ルを収容する管路は約62万kmに達し

ます．

このように，膨大な設備を保有する

ことから，これらの設備による環境負

荷の削減，およびメンテナンスの効率

化は重要な課題となっています．我々

はこのような課題に対して，材料の観

点からの研究開発に取り組んでいます．

本稿では，環境負荷の削減，メン

テナンスの効率化を目指した，鉄塔な

どの屋外構造物設備の塗膜の劣化判

定技術の取り組み事例，および通信設

備のメンテナンスの実施をリスク（発

生確率と影響度の大きさ）に応じて判

断する，リスクベース設備管理技術の

雷害への適用事例を紹介します．

塗膜の劣化判定技術

屋外構造物設備のうち，鉄塔や橋

梁添架管路などは腐食防止のため溶液

型防食塗料による塗装処理が施されて

います．鉄塔はNTTの保有する屋外

構造物設備の中で単体で最大規模の

設備であり，更改ではなく定期的な補

修（塗替え塗装）による維持管理を

行っています．

■劣化判定技術のねらい

鉄塔塗装の塗替え時期の判定には，

目視による塗膜劣化評価と付着力の

評価が行われており，付着力の評価と

しては，具体的には碁盤目試験（JIS

5600-5-6）が用いられています．碁盤

目試験は，塗膜をカッターで９マスに

切り，その上から粘着テープを貼り付

けて塗膜を剥がし，残ったマス目の数

によって付着力を評価するという方法

です．碁盤目試験は簡易に塗膜の劣化

を評価できる方法ですが，付着力は塗

膜の劣化が深刻化する手前の段階で検

出することが困難で，劣化を事前にと

らえることが難しく，かつ測定値にば

らつきがあり，正確に評価することが

困難でした．

このことにより，塗替え時期が遅れ

た場合，鋼材の腐食が進行し，部材

交換量の増加や素地調整費用の増加

などが懸念されることから，メンテナ

ンスの効率化を目的に新たな塗膜の劣

化判定技術の検討を行っています．
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図１　屋外に設置される構造物設備 
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NTT環境エネルギー研究所では，電気通信用構造物に用いる材料の長寿命
化をねらいに環境適合化と高信頼化技術の研究開発を進めています．本稿で
は，メンテナンスの効率化を目指した鉄塔などの屋外構造物設備の塗膜の劣
化判定技術の取り組み事例，および通信設備のメンテナンスの実施をリスク
に応じて判断する，リスクベース設備管理技術の雷害への適用事例を紹介し
ます．
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■塗膜特性と材料物性の評価

NTTで使われる塗料には，鉄塔や

橋梁添架管路等に用いられる定期的な

塗替え塗装が必要な溶液型防食塗料

や，鋼管柱の耐候性を担保するために

工場で塗装されるポリエステル粉体塗

料があります．

付着力や，耐衝撃性などの塗膜特

性と，塗膜の材料物性の関係を明ら

かにすることで，塗膜の劣化をより効

率的に判定できる可能性があります．

塗替え時期の判定，設備更改時期の

判定に活用できる新たな指標として，

測定可能な材料物性に着目した研究

を進めています．

粉体塗料について，塗膜付着力と

材料物性の１つである結晶化度との関

係を図２に示します（1）．結晶化度と

は，高分子の微細構造組織の中の，

高分子鎖が規則正しく配列した状態の

割合を表します．ポリエステル粉体は

一般に結晶性高分子であるため，結晶

化度により塗膜特性が大きく変化し，

特に，結晶化度が３％以下の低い領

域で，良好な付着力が実現されている

ことが分かります．

耐衝撃性と結晶化度との関係を図

３に示します（1）．耐衝撃性についても

結晶化度が小さな領域で良好な特性が

実現されていることが分かります．

このように，塗膜の材料物性値を指

標として（今回の場合は結晶化度），

工学的な塗膜特性との相関を明らかに

することができます．

■新たな材料指標の検討

NTT研究所では，溶液型防食塗料

の塗膜劣化を定量化する新たな指標と

して塗膜の粘弾性に着目し，劣化の時

期を見極める基準を検討しています．

粘弾性とは，材料の粘性成分と弾性

成分を合わせた性質のことで，塗膜の

剥離に必要なエネルギーの大部分は塗

膜バルクの変形に消費されるため，付

着力は塗膜バルクの物性である粘弾性

に大きく依存することが過去の研究に

よって指摘されています．

また，これまでのNTTでの加速劣化

試験の結果，溶液型防食塗膜の粘弾

性は劣化により変化することが分かっ

ているため（2），塗膜の材料物性として

粘弾性を測定することで，劣化度合い

の評価が可能であると考えられます．

さらに，粘弾性測定はわずかな物性の

変化にも敏感であり，測定結果のばら

つきが小さいことから，劣化を事前に

とらえることも可能であると考えてい

ます．

リスクベース設備管理技術

リスクベース設備管理とは，設備を

運用していくうえで生じるさまざまな

事象のリスクの大きさを評価し，リス

クの大きさに適した対策を計画的に実

施することで，信頼性の確保とメンテ

ナンス効率化の両立を可能とする，新

しい設備管理方法です．主に欧米のプ

ラント業界で開発され，国内のプラン

ト業界にも導入されてきていますが（3），

通信業界での検討事例はありません．

リスクの大きさは，折損や損傷などの

設備に応じた事象が発生する確率（発

生確率）と，事象が発生した場合の

影響の度合い（影響度）の２つの側面

から評価します．発生確率や影響度

を，設備の設置年や設置場所などが記

録された設備データや，保守点検記

録，降水量などの気象情報に代表さ

れる外的環境データなどを利用して，

定性的あるいは定量的に評価する方法

を確立することが，リスクベース設備

管理技術の重要な研究開発要素にな

ります．

ここでは，雷害を対象にリスクを評

価する方法について述べます．

■雷害リスク評価技術のねらい

関東エリアだけで年間約３万件の落

雷による通信機器の故障が発生してお

り，毎年多くの雷害が発生し，故障修

理に多くのコストがかかっています（4）．

また，雷害は短時間で局所的に集中

して発生することが多く，現場の故障

対応能力を超えることによるサービス

の低下も問題になっています．さらに，

近年の通信機器の高速化による雷耐性

の低下や，気候変動による将来の雷日

数の増加懸念（5）など，将来さらなる

雷害の増加が懸念されます．
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図２　付着力と結晶化度の関係 
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図３　耐衝撃性と結晶化度の関係 



特
集

NTT技術ジャーナル 2012.11 27

通信機器の雷害は，雷耐性の高い

機器を開発することや，雷防護アダプ

タを外付けするなどの対策により未然

に防ぐことができます．しかし，この

ような対策はコストがかかるため，全

国一律に対策を導入することは困難で

す．そのため，対策を優先的に導入す

る地域を特定できる技術が求められて

おり，私たちは，将来にわたる雷害数

と損害額を推定する，雷害リスク評価

技術を検討してきました．ここで，雷

害数の推定はリスクベース設備管理技

術における発生確率の評価に相当し，

損害額は影響度の評価に対応します．

■雷害数推定モデル

将来の雷害数を予測するために，ま

ず，雷害の原因である落雷数，雷害の

対象である設備数，および雷害数の３

変数の関係のモデル化を検討しました．

５ kmメッシュでカウントした落雷数，

設備数の代わりの人口数，および雷害

数それぞれの実績値を対数でプロット

したものを図４に示します．この図よ

り，雷害数と落雷数，雷害数と人口

数ともに，対数値が直線で回帰できる

ことが分かります．そこで，落雷数と

人口数の対数値を説明変数とした重回

帰式で，雷害数の対数値を求めるモデ

ル式（雷害推定モデル式）を検討しま

した（6）．

全国規模の落雷情報，国勢調査に

基づく人口情報，および保守点検情

報から抽出した雷害情報を用いて本モ

デルの推計精度を検証したところ，雷

害の実績値とモデルによる推定値との

重相関係数R2が0.7以上であり，精度

良く雷害数を推計できることを確認し

ました．

■将来の雷害故障予測

構築した雷害数推定モデルに，将来

の落雷数の予測値（5）と，人口予測お

よび設備計画から作成した設備数シナ

リオを入力することで，将来の雷害数

が予測できます．一例として，雷の多

い群馬県の2006～2010年の年間平均

落雷観測数と，光宅内通信機器の年

間平均雷害実績数を図５に，2026～

2030年のそれぞれの予測数を図６に示

します．2020年代後半は，2000年代

後半に比べて，落雷数および光通信機

器数ともに増えると予測されることか

ら，雷害数も増える地域が多いとの予

測結果が得られました．

■雷害対策重点地域の特定に向けて

将来の雷害数予測結果を用い，将

来想定される被害数や，雷害対策に

要する費用および効果の推計による雷

害対策重点地域の分析を進めていま

す．本技術により，雷害対策に掛かる

費用に応じた雷害対策重点地域を判

定することが可能になり，信頼性確保

と対策コスト抑制の両立が期待でき

ます．

今後の展開

NTT研究所では，今後も塗膜の材

料物性に着目した劣化判定技術やリ

スクベース設備管理技術に取り組み，

屋外構造物設備に関連する環境負荷

の低減，メンテナンスコストの削減に

貢献していきます．
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図４　落雷数と人口数，雷害数の関係 
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設備も人と同じように生きています．今
後も設備や材料に関連する環境負荷の低減，
メンテナンスコストの削減のためにベー
シックな知見や技術の蓄積を着実に図りな
がら研究開発を進めていきたいと思います．
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図５　年間平均落雷観測数と雷害実績数（2006 ～ 2010 年） 
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図６　年間平均落雷予測数と雷害予測数（2026 ～ 2030 年） 
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