
基盤設備を取り巻く環境

NTTアクセスサービスシステム研究

所は，前身の建設技術開発室がつく

ばに設立されてから2012年で40年の節

目を迎えました（図１）．設立当時は，

管路やマンホール，とう道等の基盤設

備を全国で大量に建設していた時代

で，建設技術がR&Dの中心テーマで

した．この時代，1960年代中盤から

1970年代末までの約15年間で現在

NTTが保有している管路とマンホール
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安全・安心なアクセスネットワークを支える
通信基盤設備のR&D動向

NTTアクセスサービスシステム研究所のシビルシステムプロジェクト
では，管路やマンホールをはじめとした基盤設備全般のR&Dに取り組ん
でいます．本稿では，基盤設備の現状とともに，現在のR＆Dの内容，
ならびに今後の展開について紹介します．
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図１　基盤設備 R&D の変遷 
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の約８割が急速な勢いで建設されまし

た．1980年代に入ると地球環境保護

の気運が高まり，道路を掘らずに管路

を建設する非開削技術が主力テーマに

なりましたが，その後，設備建設が

徐々に減少していくのに併せ，R&D

テーマも建設から保全分野へとシフト

し，現在は設備の点検，診断，補修

等のメンテナンス技術がR＆Dの主軸

テーマになっています．

■設備の老朽化の進展

現状のまま推移すると20年後には管

路やマンホールの約８割が建設後50年

以上となり，高齢化の域に達します

（図２）．管路の約半数を占める金属

管は錆や腐食が進行し，ケーブル布設

に支障をきたします．また，マンホー

ルやとう道のコンクリート構造物はひ

び割れや剥離，鉄筋腐食等による強度

低下が懸念されます．この老朽化に対

処するには，設備を計画的に更改する

のが理想ですが，地下に埋設されてい

る大量の基盤設備を更改するには多大

なコストと時間がかかり，現実的では

ありません．また道路を掘り返すこと

は周辺環境への迷惑にもなります．こ

のため，設備を更改せずに，古い設備

を永続的に使い続けていくことがR&D

の大きな取り組み課題となります．

■既設設備の耐震化の必要性

基盤設備の耐震化技術は，研究所

設立から現在に至るまで継続して取り

組んでいるテーマです．その間，幾多

の大規模地震で基盤設備が被災した

経験を教訓に，その都度，耐震性能

の改良を重ねてきました．特に1964年

の新潟地震，1978年の宮城県沖地

震，1995年の兵庫県南部地震は，被

害の大きさから耐震性能を抜本的に見

直す契機となった災害でした．

2011年に発生した東日本大震災は，

我が国の観測史上最大規模の地震で

あったこともあり，これまで手掛けて

きた基盤設備の耐震性能が評価される

機会になりました．被災調査の結果，

基盤設備の被災率はおおむね１～３％

と低く，地下設備の耐震性の高さが改

めて証明されました．また被災した設

備は耐震性能を有していない旧規格の

設備であり，耐震性能を有している現

行規格の有効性を確認することもでき

ました．しかし，基盤設備は現行規格

を導入する以前に設置した古い設備が

多く，重要ルートや地震予知エリアに

絞ったとしても，老朽化対応と同様

に，そのすべての設備を現行規格に更

改するのは膨大なコストが必要になり，

現実的ではありません．このため，設

備の被災予測手法を駆使し，効果的

に耐震対策を行うことがR&Dの今後

のテーマと考えています．
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図２　基盤設備の建設年と設備量 
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現在のR&Dの内容

NTTのサービスをお客さまに安心し

て使っていただくためには，サービスを

支える基盤設備自体が安心・安全で

かつ地震に強い堅牢な設備でなければ

なりません．そのためには，前述した

とおり設備の老朽化対策や耐震対策を

着実に進めていく必要がありますが，

現在NTTが置かれている通信市場の

厳しい競争環境や熟練技術者の減少

といった事業状況をかんがみれば，こ

れらの対策を最小限のコストで効率的

に実施する技術をタイムリに創出する

ことがR&Dに期待されている役割と認

識しています．

現在，老朽化対策としての設備の

点検や補修にはコストや稼働の面から

実施可能な量に限界があります．しか

し一方で，設備の老朽化はどんどん進

んでおり，対策が必要となる設備量は

年々待ったなしで増加していきます．

この拡がっていくギャップをR＆Dの２

つのアプローチで埋めていきます（図

３）．１つは，自動化や効率化等の技

術により点検・補修の実施可能な設備

量を増やします．もう１つは，設備の

長寿命化やメンテナンスフリー化の技

術で対策を必要とする設備量の減少を

目指します．次にそれらの具体的な技

術を紹介します．

■コンクリート電柱の点検技術

（点検の自動化，効率化）

NTTでは全国に800万本という大量

のコンクリート電柱を保有しています

が，その点検は，目視で電柱表面のひ

び割れを探すことが基本となっており，

作業にはある程度の熟練が必要になり

ます．また，電柱上部は双眼鏡で確認

しなければならず労力がかかるうえ，見

落としも懸念されます．この電柱点検

を効率的に実施するために開発したの

が次の３つの技術です（図４）．

まず１番目は，画像解析によるひび

割れ検知技術です．市販のデジタルカ

メラで撮影した写真を，色と質感から

ケーブルや汚れ等のひび割れを判断す

るのに支障となる物を除去するソフト

で解析し，ひび割れを自動で検知する

ことができます．

２番目は，ミリ波による貼紙防止

シート下ひび割れ検知技術です．先の

画像処理では，貼紙防止シートの下に

隠れているひび割れは検知することが

できません．しかし，ミリ波はひび割

れに対して，反射波が四方に散乱する

特性を利用して貼紙防止シートの下に

隠れているひび割れを自動で検知する

ことができます．

最後は，打撃振動解析による健全
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図３　基盤設備 R&D のコンセプトとアプローチ 
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度診断技術です．これは，ひび割れを

検知することが目的ではなく，コンク

リート柱にハンマーで打撃を与えたと

きに発生する固有の振動数を測定し，

剛性低下を自動で判断することができ

ます．

■PIT新管路方式（設備の補修，

メンテナンスフリー化，耐震対策）

現在，管路設備が抱える課題とし

て金属管路の劣化があり，多条布設予

定の管路の約60％が不良と診断され

ています．その不良原因のほとんどが

錆や腐食です．すでに空き管路の錆や

腐食による不良を補修する技術はあり

ますが，ケーブルを収容している管路

を補修する技術はありませんでした．

この課題を解決したのがPIT新管路方

式です（図５）．

ケーブルが収容されている金属管路

の中に，塩化ビニル製の内管を既設

ケーブルを抱き込みながら挿入する技

術です．金属管路が塩化ビニル管にリ

プレイスされるため，今後錆びる心配

はなく，メンテナンスフリーとなりま

す．また，管路内にケーブル３条分の

収容スペースが確保できます．既設

ケーブルのスペース（φ35 mm）は光

ケーブル1000心まで対応でき，残り２

つのスペース（φ28 mm）には細径光

1000心を新たに２条入線することが可

能であり，合計で最大3000心収容で

きます．さらに，内管がケーブルの防

護機能を持つため管路の耐震性能が向

上します．これにより，道路の掘削工

事を起こすことなく，管路の耐震対策

を行うことができます．

（a）　画像解析によるひび割れ検知技術 

（b）　ミリ波による貼紙防止シート下 
 ひび割れ検知技術 

（c）　打撃振動解析による健全度診断技術 
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現在は，この技術の適用領域を拡大

するための検討を行っています．管径

の小さい老朽弱体管路に対応するため

の細径化，長距離スパンに対応するた

めの施工可能長拡大，地下水凍結か

らケーブルを防護する寒冷地エリア対

応などを検討しています．

これからのR&D

現在，NTTでは予防保全の考え方

に基づき基盤設備の維持管理に取り組

んでいます．予防保全は設備事故のリ

スクを回避するため，すべての設備を

網羅的に，差異なく一律に，かつ一定

周期で点検し，必要に応じて補修・更

改していく方法ですが，NTTの基盤設

備のように膨大な量が存在し，かつ老

朽化が進んでいる設備においては点検

のみでも多大なコストや稼働がかかり

ます．したがって，今後のR&Dとして

は予防保全を円滑に実施できるよう，

引き続き点検・補修の徹底的コスト削

減や稼働削減をテーマに精力的に取り

組んでいきますが，将来に向けて設備

の維持管理のあり方自体の変革にも挑

戦したいと考えています．現在は予防

保全を前提に設備の管理基準が設定

されていますが，これは人間に例える

と，年齢や体型，生活習慣，既往症

等に関係なく全員が同じ健康診断を受

けるようなものです．また，設備が古

いということは，その設備にいろいろ

な知見を得る有益なデータが蓄積され

ているととらえることができます．

さらに世の中の解析技術も進歩して

います．設備個々の状態を評価し，そ

の設備の劣化や被災が予測できれば，

最適なタイミングで効果的に点検・補

修をするという，より高度な予防保全

ができます．この領域はすでに取り組

みを始めています．例えば，マンホー

ルの構造種別や設置環境，外圧の負

荷条件から机上で設備状態（健全と

劣化）を推定し，劣化進行のおそれが

あるマンホールに対して，優先的に点

検するプライオリティ手法を研究して

います．これにより早期に劣化設備を

発見できるとともに，点検コストの抑

制を可能とします．また，管路の線形

や地盤条件などから管路スパンごとに

きめ細かく地震被害の受けやすさを推

測し，耐震性を評価する手法も研究し

ています．これにより，必要なところ

から有効な耐震対策を行うことができ

ます（図６）．

今後の展開

基盤設備のR&Dは，点検ツールや

補修工法といったハード面の取り組み

が多いのが現状です．今後は，専門的

な知見や過去からの経験を基に，設備

のマネジメント手法の領域にも踏み込

み，最小のコストで適切に基盤設備を

管理する研究開発を推進し，NTTグ

ループに貢献していきたいと考えてい

ます．

◆問い合わせ先
NTTアクセスサービスシステム研究所
シビルシステムプロジェクト
TEL 029-868-6210
FAX 029-868-6260
E-mail sugino.fumihide lab.ntt.co.jp

図６　これからの R&D
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