
NTT技術ジャーナル　2017.2 51

特
集

つくばフォーラム2016　ワークショップ

MMSによる設備点検の効率化の
開始

NTTグループは，電話網および光
サービスの全国への普及に伴い，これ
までに膨大な数の通信設備を構築し，
保有しています．安心 ・ 安全な社会イ
ンフラサービスを継続的に提供する
ために，これらの通信設備を維持運用
するコストは非常に大きいものです．
NTTアクセスサービスシステム研究
所（AS研）では，これら膨大な通信
設備の運用を改革する取り組みに着
手しており，最初にめざすのは設備点
検業務を効率化する「設備点検のイノ
ベーション」の実現だと考えていま
す．これまでも設備点検業務はNTT
東日本 ・ 西日本を中心に効率化を進
めながら総員で取り組んできました．
今後さらに点検業務を推進するにあ
たっては技術的なイノベーションが
必要なタイミングに来ています．

その手始めがMMS（Mobile Map-
ping System）などのロボット技術を
最大限活用し，設備構造物をセンチ

メートルオーダの高精度で，定量的か
つ面的に点検 ・ 評価することです．
MMSは測定用車両に高密度レーザ，
カメラ，GPSを搭載し，走行しなが
ら点群データや画像を取得するツー
ルです．この技術はすでに土木建設業
界や測定地図業界では利用が開始さ
れつつあります．測定用車両に高密度
レーザから発射された100万点／秒の
レーザを設備に反射させると点群と
呼ばれる白いトレースになります．こ
の点群の 1 点 1 点は座標を持ってお
り，正確な位置情報が取得でき，カメ
ラで取得した画像データとともに設
備の空間データを取得します（図 １ ）．

さらにAS研では，MMSで測定した
点群データをモデル化して設備の状
態を自動検出する技術を開発してい
ます．例えば電柱の場合は，点群デー
タから円の集合体を抽出したうえで
ノイズを除去することでモデル化を
実現します（図 ２ ）．モデル化後は，
傾きやたわみといった異常の有無や，
異常がある場合にはどの程度あるの
かを，そのモデルを使って検出できる

ようになります．例えば，図 ２（a）の
写真では，電柱がたわんでいる，傾い
ているように見えると思います．これ
を前述の技術を用いてモデル化して
いくと，電柱の頭部位置では6２ cm，
ケーブルの架空位置では２7.5 cm，中
心位置から右側にずれていることが
分かります．さらに電柱の頭部位置
6２ cmのずれは，地盤含めた電柱の傾
きによるものが39 cm，電柱自体のた
わみによるものが２3 cmであることが
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図 1 　MMS測定用車両と取得データ

アクセス設備運用をイノベーションする技術開発

NTTアクセスサービスシステム研究所光アクセス網プロジェクトで
は，アクセスネットワーク技術に関する研究開発に取り組んでいます．
本稿では，これからのアクセス設備運用をイノベーションする技術開
発，および今後の展開について紹介します．
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分かるようになります．
電柱の状態同様に，電柱に添架して

いるケーブルについても地上高がど
の程度であるのかがMMSで測定でき
ます．これにより設備運用における問
題の 1 つである，ケーブルの地上高不
足もセンチ単位で把握できるように
なり，対策を具体的に実施できるよう
になります．

実際にMMSを用いた設備の測定と
分析を２016年の 3 月に東京の小岩エ
リアにおいて試験的に実施しました．
小岩エリアには約 1 万本の電柱があ
ります．MMSを安全に走行できる範
囲（速度，時間）で測定したところ，
1 日に２000本が測定できましたので，
1 週間あれば小岩エリアの測定が完了
します．計測した結果，電柱のほとん
どがたわみ 5 cm以内と分かりました．

たわみは２0 cm程度になるとひびが

入るといわれており，横ひびがある
と，ひびから水が入り，鉄筋が劣化す
るとされています．今回のエリアでの
測定では２0 cmたわんでいる電柱はあ
りませんでしたので，比較的健全な設
備が多かったといえます．

このようなMMSで取得したデータ
の活用のステップとして，はじめに取
り組んでいるのは高精度地図です．現
在一般的に使われている縮尺２500分
の 1 の地図は誤差が ２ m程度あるとさ
れています．MMSで取得したデータ
を活用すると，縮尺500分の 1 の高精
度な地図が生成できます．縮尺500分
の 1 の地図は誤差が30 cm程度ですの
で，非常に正確に設備位置を把握でき
ることで設備点検のほか，NTTのサー
ビス提供時の設備選定が高精度に実
現できるなど，サービス向上にもつな
がると考えています．

ここまではMMSを中心としたロ
ボット技術について紹介してきまし
た．MMSは地上からの点検ですが，
今後は空中からの視点としてドロー
ンなどを用いることも検討しており，
これらによって取得する座標位置を
基に高精度地図の活用まで目論んで
います．

点検のイノベーションによる見守
り社会への貢献

ここまで紹介した技術をベースとし
て，点検業務のイノベーションや実態
を反映した安心 ・ 安全に向けた構造物
設計には， 5 つの技術分野がキーワー
ドと考えています．IoT，AR，画像
解析，機械学習，AIです．今流行のキー
ワードばかりですが，設備の運用業務
は業務の幅が広いので，活用できるさ
まざまな技術を使ってイノベーション
を推進し，設備を見守る社会を実現し
たいと考えています（図 ３ ）．
■I o T

MMSで取得した設備状態により，
極めて状態の悪い設備はすぐに更改す
る必要がありますが，劣化は進んでい
るものの直ちに更改が必要なレベルで
はない設備は要経過観察とします．現
在は，作業員による点検頻度を高める
といった対応しかできませんが，この
ような経過観察が必要な設備にIoT技
術としてセンサを取り付け，人が近づ
くと，随時，自動的に設備状態を通知
します．さらに状態が悪い設備には
ファイバセンシングを用い，常時，自
動的に設備状態を通知します．このよ

（a）　現地写真 （b）　MMS
点群＋電柱モデル

（c）　MMS
電柱モデル

10.98 m

5 m

傾き：3.3°

頭部変位：62 cm
（内訳：傾き：39 cm
　　 たわみ：23 cm）

変位：27.5 cm
（内訳：傾き：18 cm
　　 たわみ：9.5 cm）

図 ２ 　電柱の自動検出・自動3Dモデル化
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うにリモート監視をすることで危険な
状態になったことや，その予兆を早期
に把握できます（図 ４ ）．
■A R

２016年は何かとポケモンGOが話題
になりましたが，AR技術により地図
上に仮想のモンスターが出現しまし
た．私たちはこれまで述べたロボット

やIoTなどを用いて取得した設備情報
を，スマートフォンアプリなどでAR
技術を用いて地図上で表現し，アプリ
を持った人が状態の悪い設備に近づく
と，アプリ上にAR設備が登場し，写
真などの設備状況をアップロードする
ことで，皆で点検するサイクルをつく
れると考えています．このように専門

家だけではなく，社会の皆様に楽しん
でいただきながら，設備の見守り社会
を実現し，有用なデータを蓄積できる
仕組みづくりも行いたいと考えていま
す．人の見守り社会というと，高齢者
のケアが想像されますが，NTT設備
も高齢で老朽化していますので見守
りの分野に該当するのではないでしょ
うか．
■画 像 解 析

ポイントとしてはMMSが撮った写
真を使うことであり，見るべき個所は
腐食した分線金具，錆，電柱の横ひび
などがあげられます．今後のカメラ技
術の進展に伴い進め方も変わってきま
す．現在，AS研で着実に進めている
のがマンホールの磨耗の検知です．
■機 械 学 習

画像を機械学習（ディープラーニン
グ）できるようにすることも重要です．
例えば，NTTメディアインテリジェ
ンス研究所では画像の機械学習を進め
ており，登録された画像と異なる角度
に対象物が配置されても識別 ・ 検出が
可能です．この技術を活用し，所外の
設備でクロージャや分線金物，引込み
線を，一部でも画像が映れば機械学習
により，交換時期を特定できるように
していきたいと思います（図 ５ ）．

これまでに紹介した技術を複合的に
組み合わせることにより，点検業務の
イノベーションを進めていくと，次の
課題は構造物全体がどうなっているか
をみていくことです（図 ６ ）．MMSで
測定すると電線およびつり線のルート
が見えてきます．ルート状況によって

（a）　IoT （b）　ファイバセンシング
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図 4 　IoT，ファイバセンシング

ロボット技術（MMS，ドローン），高精度地図

IoT（センサ技術）
AR（拡張現実）

点検業務の
イノベーション

実態を反映した
安心・安全に向けた
構造物設計

画像解析

AI

機械学習
（ディープラーニング）

大容量データベース点群データなど
環境データなど

老朽設備データなど

図 3 　点検イノベーションにかかわる技術カテゴリ
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支線や支柱が必要だと判断できるよう
にもなります．このように電柱の配置
や状態，電線やつり線ルート，支線や
支柱などの設備全体を俯瞰して 1 つの
“系” とし，系全体のバランスをみる
ことで，不平衡やひずみの分析や予測

ができるようになると考えています．
系全体のバランスが健全な時期は問題
ありませんが，今のほとんどの設備は
30年，₄0年経過しており，構造的に
アンバランスになっているところもあ
るため，実態を反映した構造設計によ

り安心 ・ 安全を確かめていきたいと考
えています．
■A I

これまでは設備の構造や材質に関す
る情報を基としてきましたが，さらに
外的な情報（外的要因）を考慮しなけ
れば，点検のイノベーションは十分な
レベルには到達しません．外的要因と
は他社の設備情報や環境，気温，湿度
などといった環境指標であり，他の指
標もあるかもしれません．こういった
指標を組み合わせNTT設備の取替え
時期がいつになるか判定しつつも，長
く使えるものは使って不要な投資を抑
制することも重要です．また，設備を
更改 ・ メンテナンスする際に，作業支
援のツールとして，これまで取得した
データをどのように活用するかを総合
的にサポートするのがAI技術だと
思っています．皆様と協力しながら
AIを育てていきたいと考えています．

以上の点検業務をまとめると点検の
イノベーションの 3 本の矢となります

（図 ₇ ）．まずベースはMMS，ロボット，
高精度地図のような市中技術を汎用的
に使っていくことです．最終的には構
造物や材質の劣化診断技術の精度を高
め業務の効率化を図っていくことで
す．これらをつなげるのが，今私たち
が研究開発している3D点群や前述の
技術を組み合わせていくことであり，
今後継続的に 3 本の矢として成長させ
ていきたいと考えています．この取り
組みにあたりAS研にものづくりのノ
ウハウはありますが，これからの運用
に関する取り組みは，現場の皆様と連

MMSによる画像の取得

ひびのある電柱

腐食した分線金物 腐食部分の拡大

横ひび：0.2 mm
横ひび：0.1 mm

横ひび：0.1 mm

横ひび：0.2 mm

縦ひび：0.3 mm

画像解析による ひびの自動認識

図 ₅ 　画像解析技術
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NTT支線なし
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（a）　現地写真 　（b）　MMS
点群＋電柱モデル

高さ：9.76 m
傾き：1.3°
たわみ：2.7 cm
（地上 5 m地点）

図 ₆ 　構造物の評価イメージ
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携させていただき，新しい運用方法，
運用の技術を生み出していかねば実現
できないと思っています．やはり，現
場の力はNTTの宝です．私たちの技
術開発により効率化していく部分と，
現場のプロの力をどんどんと伸ばし
てく部分をうまく連携して，NTTの
業務を効率化していきたいと考えてい
ます．

今後の展開

ICTを取り巻く環境は，常に設備構
築の中心であった光のマス需要が飽和
傾向を示し，光コラボレーションモデ
ルとなる中，IoTやクラウド化，有線
と無線の融合などさまざまな活用が進
み，新たなサービス展開が期待されて
います．NTTグループとしては，こ
れらのビジネスチャンスを活かすため
にも構築してきた膨大な設備の品質を

維持しつつも，エリアに応じた最適な
人員で運用していくための設備 ・ サー
ビス運用が課題となります．

設備点検のイノベーションを実現す
るためには運用技術だけではなく，今
あるネットワークを多少変えていくこ
とも必要であると考えています．
NTTが日本国中に張り巡らした光の
ネットワークは，NTTグループ，ひ
いては日本の宝です．これをより運用
性や経済性が高いものに変えていく必
要があります．

これには大きく ２ つのポイントがあ
ります． 1 つは所内のアクセスシステ
ムを極力ソフトウェア化するFASA

（Flexible Access System Ar chi tec-
ture）であり，あらゆるサービスに柔
軟に早く対応することができるように
なります．もう 1 つがアクセスネット
ワークいわゆる光ファイバネットワー

クの新たなグランドデザインです．
この 1 つの例がアクセスネットワー

クのシンプル化（機能点集約）です．
現在は光ネットワークではスプリッ
タ，PSTN（Public Switched Tel e-
phone Network）ではOLTを小さな
ビルに配置していますが，それをいく
つか集約していけないかを検討してい
ます．これにより遠隔保守できる範囲
を拡大し，現地保守する個所を減らす
ことで業務の効率を上げていきたいと
考えています．

将 来 の ビ ジ ョ ン に “あ ら ゆ る
人 ・ 物 ・ ビジネスに光を拡げ，時代を
超えて安心なインフラとして社会を支
え続けているアクセスネットワーク ・
基盤設備”「anywhere」「anybusiness」

「anyperiod」を掲げ，皆様との協働 ・
連携を深めていきながら，研究開発成
果をタイムリーに実現できるよう努め
ていきます．

◆問い合わせ先
 NTTアクセスサービスシステム研究所
  光アクセス網プロジェクト
  TEL ₀２₉-₈₆₈-₆3₀２
  FAX ₀２₉-₈₆₈-₆4₀₀
  E-mail　amoup-pmhosa lab.ntt.co.jp

高度

現在 将来

MMS・ロボット

・電柱，ケーブル
・引込線

3D点群 AR
IoT・ファイバセンシング

構造物劣化診断

・つり線の腐食
・分線金物の腐食

材質劣化診断

画像解析・機械学習
③業務

イノベーション

②イノベーションを
牽引する技術

①市中技術

AI

高精細地図

図 ₇ 　点検のイノベーションの 3 本の矢


