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NTTファシリティーズ研究開発本部の挑戦

建物 ･設備データ活用の概要

NTTファシリティーズでは，NTT
グループをはじめとする全国のお客さ
まへ「通信を途絶させない」というミッ
ションクリティカルなICTインフラを
保守するうえで，全国約 1 万 2 千カ所，
約 2 万棟（2014年 ３ 月時点）の通信 ・
事務建物の維持管理，および約20万装
置もの通信用電源と空調設備の監視 ・

保守業務を実施しています．また，こ
れら業務を円滑かつ着実に実施するた
めに，「建物110番」や「設備運用統
合管理システム」などの保守支援 ・ 遠
隔監視システムを開発 ・ 運用し，迅速
かつ適切な保全サービスを実施するこ
とにより，ICTサービスの信頼性向上
に寄与しています（図 ₁ ）．

NTTファシリティーズではこれら
のシステムを通じて，建物 ・ 設備に関

する大量のデータを長年にわたって蓄
積し続けており，建物維持，設備管理
に関するさまざまな業務で使用してき
ました．

近年，ビッグデータに関連する技術
が注目され，今までは取り扱うことが
難しかった，大量かつ多様な情報の活
用が可能となってきています．NTT
ファシリティーズでも蓄積されたデー
タを活用し，新たな付加価値を生み出

電源装置 ビル・建物 ビッグデータ

図 1 　建物110番システム概要

◆全国の建物（約1万2千カ所，約2万棟）に関する申告受付
◆年間約5万件の申告，20年を超える運用期間のデータ蓄積

建物管理者・入居者 建物110番センタ（全国55事業所に設置）
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建物 ･設備データの活用技術

NTTファシリティーズでは長年にわたる通信用電源・空調設備，および
建物に関する企画・設計・構築・維持管理業務を実施する中で，大量のデー
タを蓄積してきました．近年ではこれらのデータを活用し，故障対応の効
率化・迅速化や建物・設備の劣化・故障予測に応用する技術開発を実施し
ています．本稿ではこれら建物・設備に関するデータ活用の取り組みを紹
介します．
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そうとする試みを現在実施しています．
本稿では，それらの取り組みとして，

全国の建物 ・ 設備の監視 ・ 保守を実施
するうえで必要な，蓄積された建物維
持管理データの活用と，通信用電源設
備データの活用に関する取り組みを紹
介します．

建物維持管理データの活用

■建物維持管理データの多様性と
可能性
建物に関するデータは，大量かつ多

様な文字数値に加え，図面や画像など
多岐にわたっています．そのため業務
ごとの個別最適は実現していますが，
通信建物の健全性確保の観点からの全
体最適については課題を残しています．

ビッグデータに関連する技術を建物
維持管理の分野においても用いること
で，今まで知られていなかった劣化や
不具合発生の傾向と知見を発見し，劣

化予測と整備計画立案のコスト削減と
精度向上，さらに将来に向けたCRE

（Corporate Real Estate）＊ 1の全体最
適の実現に向けて取り組んでいます．
■故障 ・苦情履歴情報の活用

NTTファシリティーズでは，全国
のNTT関連施設に関する故障 ・ 苦情
を受け付け，対応を支援するシステム

「建物110番」の開発と運用を行ってい
ます（図 1 ）．建物110番には年間約
5 万件の申告があり，20年を超える運
用期間での記録を蓄積しています．

これらの受付 ・ 確認 ・ 処置の記録か
ら，設備 ・ 部位ごとに特定のキーワー
ドを抽出し，キーワードの組合せや発
生頻度により，内在するリスクや今後
発生し得る不具合を予測し，「アラー
ト」として視覚化しています．また，
キーワードと時系列のデータの相関を
みることで，予兆から不具合の発生や，
発生までの時間の予測が可能となりま

す（図 ₂ ）．今後は地域特性や建物 ・
設備諸元情報との連携により，それが
個別の建物の問題なのか，施策として
取り組むべき課題なのかを識別し，建
物整備計画の立案へ反映していきます．
■建物基本情報と工事履歴情報の
活用
通信建物の建設時期は，高度経済成

長期の大量建設時代を中心に，数10年
にわたっています．これらの建物に関
する工事の履歴データから，建物種
別 ・ 規模 ・ 建設期間別での工事発生周
期やコストのモデルをつくり，工事が
必要な時期とコストの予測に利用して
います（図 ₃ ）． 

劣化による屋上からの漏水や外壁の
剥離といった不具合が発生した場合，
簡易な改修を行うほうがコストとして

＊１ CRE：企業不動産．企業が事業のために使
用するすべての不動産で，賃借やリースを
含む，事業の道具として位置付けられます．

図 2 　故障・苦情履歴からのアラート抽出

キーワードの組合せによるアラート（警報）判定
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は有利ですが，再び不具合が発生す
るまでの期間も短くなります．また，
建物全体を対象とした大規模な修繕は
再度の不具合発生を長期間防止します
が，対策コストも大きくなります．例
えば漏水などの不具合が発生した際
に，建物ライフサイクルにおける工事
発生時期を考慮することで，その時点
で簡易な改修と大規模な修繕のどちら
を選択すれば，トータルコストの観点
から有効であるか，という判断が可能
になるよう取り組んでいます．
■建物維持管理に関する報告書 ・
提案書の情報分析
NTTファシリティーズでは，20年

以上にわたり，通信建物の維持管理業
務を実施し，状況の報告と施策の提案
を実施してきました．これらは大量の
文章やプレゼンテーションファイルと
して蓄積されており，文章だけではな
く，図面や写真など，さまざまなデー
タから構成されています．

これまではそれぞれを個別に参照す

ることができても，全体を時系列的に
俯瞰してみることが困難でした．また，
これらのファイルは点検 ・ 診断結果を
基に維持管理の技術者が作成したもの
で，さまざまな知見 ・ ノウハウが暗黙
知＊ 2として含まれています．これら
を形式知＊ ３化し，組織的に活用して
いくことがこれからの課題となってい
ます．

このような情報をビッグデータとし
て扱うことにより，これまでは別に行わ
れてきた業務間の相関性，台風や地震
などの災害や事故と対策の有効性の関
連を明らかにすることで，施策立案の
向上を目指しています（図 4 ）．

一般的に，建物が建設されてから撤
去されるまでのライフサイクルコスト

（LCC: Life Cycle Cost）＊ 4 は，建設
が約25％，運用が約75％といわれて
います．今後の建物維持管理は，建物
の運用時に事業に適合する性能をさら
に向上させながら，LCCの約75％を
占める運用コストの最小化を実現して

いかなくてはなりません．今後，建物
維持 ・ 設備管理におけるビッグデータ
の活用を推進することにより，下記
を目標とし，統合的に取り組む予定
です．

①　点検 ・ 診断作業の効率化とコス
ト削減 ・ 劣化予測の精度向上の両
立による予測保全技術の確立

②　今までに知られていなかった関
連性や傾向の明確化による建物整
備計画 ・ 投資計画の最適化

③　建物や設備をCREとしてとら
え，性能維持だけではなく，通信
事業ツールとしての継続的な機能
向上や，不動産活用と連携した全
体最適の実現

数10年にわたる建物運用における
整備計画や投資計画を最適化するため

＊２　暗黙知：言葉などで表現が難しい，勘や経
験に基づく組織内で受け継がれている知識．

＊３　形式知：主として文章化 ・ 図表化 ・ 数式化
等によって説明 ・ 表現できる知識．

＊４　LCC：建物の場合は設計 ・ 新築から運用を
経て，撤去までにかかるコストを指してい
ます．

図 3 　工事発生周期のパターンとコスト予測

（a）　部位ごとの工事周期と工事全体コストに占める割合の抽出

（b）　ワイブル分布による工事コストの経年累積のモデル
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には，従来の建物に関するデータだけ
ではなく，通信事業や技術動向，法令
や経済などに関する社会情勢の変化，
建設技術の動向など，さまざまな分野
のデータを関連させる必要がありま
す．併せて，蓄積 ・ 保有するデータを
活用するためのデータサイエンティス
トチームの編成と拡大も大きな課題と

考えています．

設備保全データの活用

■設備運用統合管理システム
NTTファシリティーズでは，通信

用電源および空調設備の監視，保守業
務を一元的に管理する設備運用統合管
理システム（MaRIA）を開発 ・ 運用

しています（図 5 ）．
MaRIAでは設備の出力異常や停電

などにより発生する警報や，各種セン
サより収集された電圧，電流，温度な
どの計測値を監視しており，異常発生
時の警報や計測値のしきい値逸脱は
ファシリティーズオペレーションセン
タに即時に通知され，全国約180カ所
のサービスセンタから現地へ駆けつけ
対応を実施しています．これら警報情
報，計測値情報などはシステム内の
データベースに自動的に蓄積されてい
ます．また，設備の諸元や詳細な故障
情報および保守履歴などはサービスセ
ンタの保守者により，設備管理情報と
してシステム内に蓄積されています．
その数は警報情報約 7 億件，計測情報
約３00億件，故障情報約３0万件にもな
り，これら保全データは監視，保守業
務を遂行するうえで使用されてきまし
たが，現在さらなる活用を目的として，
以下の取り組みを実施しています．図 4 　報告書・提案書の分析

蓄積された知見・ノウハウの見える化

蓄積された報告書・提案書データベース
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ファイルの取り込み

NoSQL データベース

ファイル名 画像等テキストデータ

（1） 「故障と破損は同じ意味で使う」
 といった「あいまい検索」が可能
（2） 「屋上工事と外壁工事を一緒に
 するとコストが安い」など，用語の
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図 5 　MaRIA概要
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■故障情報の活用
電力 ・ 空調設備に故障が発生した場

合，NTTファシリティーズではその都
度，故障情報を記載した故障カードを
MaRIAのWebシステムにて登録して
います．故障カードには5W1H（どこの，
どの装置が，いつ故障し，何が起きて，
なぜ故障したか，どうやって修理した
か）の情報が記載されており，故障管
理および，当該設備における設備更改
の根拠資料として使用しています．

これら蓄積された情報に対して現
在，集計 ・ 分析の手段を加えることに
より，新たな付加価値を生み出す取り
組みとして，蓄積された故障カード情
報に対しさまざまな切り口の分析（多
次元データ分析）を実施するツール開
発を実施しています（図 ６ ）．

本ツールでは，故障カードに登録さ
れた情報であれば任意の切り口で集計

することが可能となっており，図 ６ に
示すように，装置別の故障発生件数の
推移で全体の傾向や季節性を把握した
うえで，さらに装置を絞り込んでメー
カ別，または故障発生した構成品別で
の比較により，どのメーカのどの構成
品の故障が増加傾向にあるかなどを自
由な切り口で比較評価することが可能
となっています．上記の切り口以外に
も，故障カードに記載された原因別の
比較や，設置される環境別（受電電力
室であるのか，通信機械室であるのか）
の比較も装置によっては実施可能と
なっています．

また，設備の稼動開始日と終了日の
情報を基に，設備ごとの稼動時間を算
出することにより，故障率による比較
評価も実施可能となっています．これ
により，導入台数の異なる製造年度別
や地域別での比較評価といったことが

実施可能となっています．この例では，
製造年度が古い（経過年数の経った）
設備ほど故障率が高くなるという一般
的な傾向が確認されています．

今後はこのような分析の実施によ
り，さらなる詳細分析，設備保全アク
ションの実施といったサイクルを回す
ことに加えて，さらに統計分析手法を
適用し，設備保全品質の向上を目指し
ていきます．
■蓄電池の劣化傾向予測

NTTファシリティーズでは，通信
設備用のバックアップ電源として必要
不可欠な蓄電池の監視 ・ 保守を実施し
ています．保守方法として，蓄電池の
周囲温度を管理することによる温度寿
命管理，蓄電池放電時の正常性を確認
する放電回路試験を行っています．ま
た，通信用のバックアップ電池は複数
の単電池（セル）を直列接続した組電

図 6 　故障情報の多次元データ分析の例
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池として構成されていますが，そのセ
ルの内部抵抗測定による管理など，さ
まざまな手法で実施しています．さら
に，セルごとの電圧を測定 ・ 管理する
ことが可能な蓄電池管理ユニットによ
り，全国約1３0万セル電圧の遠隔監視
を実施しています．

現在，さらなる蓄電池管理品質の向
上を目的として，蓄電池管理ユニット
にて測定しているセル電圧を活用した
劣化傾向予測の取り組みを実施してい
ます．従来は計測されたセル電圧の情
報は上限，下限のしきい値による正
常 ・ 異常判断として使用していました
が，それらを数値として情報蓄積し，
分析することにより劣化傾向を予測す
る試みです（図 ₇ ）．

蓄電池は前述した放電回路試験等に
より，定期的に放電を実施してその動
作正常性を確認していますが，現在は
その放電の際のセル電圧を取得し，放
電時間と電圧低下傾向（放電カーブ）
による劣化状態の評価を実施していま

す．図 7 の例は，正常な状態と，劣化
のおそれがある組電池の放電カーブを
同一組内の全セル分をグラフ化したも
のになります．劣化のおそれがある蓄
電池はほかのセルと比較し，時間によ
る電圧低下が急峻であることが分かり
ました．今後は，放電時のセル電圧情
報を蓄積し，経過年数ごとの変化など
の分析を実施することにより，蓄電池
劣化予測の実現を目指しています．

今後の予定

本稿では，ICTインフラを保守する
うえで蓄積された建物 ・ 設備のデータ
活用についてNTTファシリティーズ
における取り組み事例を紹介しまし
た．これまでに蓄積された建物 ・ 設備
のフィールドデータと各々の専門スキ
ルを有するエンジニアを保有している
NTTファシリティーズの強みを活か
し，データ活用 ・ 分析を行うことで得
られる予兆を把握することでICTイン
フラの信頼性向上に貢献していくとと

もに，新たな建物 ・ 設備保全サービス
の創出を目指していきます．

（上段左から）山崎  正宏/ 松岡  辰郎
（下段左から）辻川  知伸/ 中島  壮平

蓄積されたデータにはさまざまな知見 ・
ノウハウが含まれています．これら先人の
知恵を有効に活用することにより，高品質
なサービスの提供を行っていきたいと考え
ています．

◆問い合わせ先
NTTファシリティーズ
　研究開発本部
　トータルオペレーション部門

TEL ₀₃-₅₉₀₇-₆₄₄₄
FAX ₀₃-₅₉₆₁-₆₆₈₀
E-mail　yamaza₂₄ ntt-f.co.jp

図 7 　放電時の蓄電池電圧の推移
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電圧低下の早いセルが存在する




