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震災を契機にＵＭＳ活用を検討

NTT東日本では，光ファイバケーブ

ルの状態を把握して，故障が発生する

前に適切に補修するため，保守用の心

線を定期的に試験しています．その試

験方法の１つは，各通信ビルの光ファ

イバケーブルが成端されている架から，

可搬型の試験機を使って１心ずつ手動

で測定する方法で，測定者が現地に直

接行って実施します．もう１つの方法

は，各通信ビルに設置してある光線路

試験装置にて，自動でまとめて測定す

る方法です（図１）．この光線路試験

装置は遠隔操作が可能なので，保守拠

点にいながら光ファイバケーブルの試

験をすることができます．２年前の震

災を契機に，災害時の緊急試験への

活用も考慮し，重要性の高い通信ビ

ルから順次導入を拡大しているところ

です．

その一方で，実際に緊急的な試験

をするためには，オペレータの稼働が

かかりすぎるのではないかということが

懸念されていました．これは，光線路

試験装置は，あらかじめ設定された試

験条件や間隔（通常は数10日間隔）

で定期的に自動試験をすることに最適

化されているので，災害時のように広

範囲にわたり，ただちに試験を行おう

とすると，改めて試験条件の設定が必

要となるためです．つまり，試験対象

の光ファイバケーブルが多い場合は，

オペレータが全通信ビル・全光ファイ

バケーブルの心線の試験条件の設定が

完了するまで，繰り返し操作が必要で

す．また，そのような場合は人為的な

ミスも起きやすくなるので，試験対象

の漏れや，誤操作などの影響が生じて

しまいます．

この課題を何とかして解決したいと

検討していた際に，私たちが着目した

のがUMS（Unified Management

Support System）でした．繰り返し

操作を自動化できるUMSを活用でき

れば，費用のかかるプログラムを改修

することなく，光ファイバケーブルの試

験が自動で，かつミスなく行えると考

えました（図２）．
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UMSによる光線路試験の効率化
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図１　光線路試験装置のイメージ 
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日頃の定期試験業務への活用

UMSの活用検討の契機は，災害時

における光ファイバケーブルの緊急試

験の効率化でしたが，検討を進めてい

くうちに普段の定期試験でも繰り返し

操作が発生しており，オペレータが苦

慮していることが分かりました．緊急

試験に加え，恒常的に発生する定期試

験業務が効率化されれば，より大きな

改善効果が得られることや，普段から

UMSに慣れておくことによって緊急時

でも迷うことなく利用できることも考

慮し，今回は定期試験についても自

動化できるように取り組むことにしま

した．

自動化の対象の見直し

当初は光線路試験装置の中で，繰

り返しとなっている操作のみを自動化

対象として取り組みましたが，検討を

進めていくうちに，それだけでは本当

の効率化につながらないことが分かり

ました．

■自動処理の元となるリストも自動

作成

例えば，自動実行のための元リスト

の作成についてです．

UMSの実行にあたっては，操作の

手順を定義しているシナリオのほかに，

処理の対象のデータや入力すべき内容

を定義しているリストも事前に作成し

ておく必要があります．今回の例では，

通信ビル名・光ファイバのケーブル

名・心線番号・試験条件等の情報で

すが，このリストを作成するためには，

すべて一から手入力するか，光線路試

験装置に登録されている情報をCSV

データでダウンロードし，さらにExcel

などで加工する作業が必要です．この

CSVデータの取得も繰り返し操作とな

るので，対象が多いと相当の手間がか

かります．また，これらのリストは一

度作成したらそれで終わりとはならず，

常に最新化しておく必要があります．

緊急時の備えのためとはいえ，オペ

レータに新たな負担を強いることは避

けたいので，私たちはこの自動実行

の元となるリストの作成自体も自動化

が必要と考えました（図３）．

■良否の一次判定の自動化

元リスト作成の自動化に加えて，単

に緊急試験・定期試験の結果を自動

で取得できるだけでは，効率化には不

十分だということが分かってきました．

つまり，データ量が多くなると良否判

定の分析にも多くの稼働がかかるよう

になってくるのです．これを解決する

ために，過去の試験結果と比較して規

定値以上の変化があったものを容易に

判断できる機能を追加するところまで

を自動化対象にしました．これにより

詳細確認すべき対象を絞り込むことが

できるようになります．

■解決方法

以上のような課題については，光線

図２　改善のイメージ 
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路試験装置の操作のみを自動化するだ

けでは解決できません．各光線路試験

装置ごとに出力されるCSVファイルを，

その都度，市販のリレーショナルデー

タベースに取り込んで加工することや，

OSのコマンド実行を組み合わせること

も必要でした．

UMSにはほかのプログラムを呼び出

して順次実行する機能があり，それ

を活用して一連の処理すべてを自動化

することができました（図４）．この機

能を活用すると複雑な処理にも柔軟に

対応することができるので，幅広い業

務に効果的なツールであると実感しま

した．

今後の取り組み

現在，NTT東日本埼玉支店の協力

を得てトライアル実施中ですが，定期

試験業務の効率化が確認できていま

す．今後は業務主管と連携し，各支店

への水平展開を実施していく予定です．
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私たちはアクセス系業務の効率化を推進
する開発を行っています．お客さま宅内か
ら架空・地下，および局内成端までの配線
や接続，各種試験から保全作業まで，お困
りの際には下記問い合わせ先までご連絡く
ださい．

◆問い合わせ先
NTT東日本
ネットワーク事業推進本部
高度化推進部　アクセス開発部門
TEL 022-212-2961
FAX 022-217-2910
E-mail tec rdc.east.ntt.co.jp
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図４　ほかのプログラムとの連携のイメージ 
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図３　自動実行の元となるリストのイメージ 
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