特集

オペレーショナル・エクセレンス の実現を目指す
NTTコミュニケーションズの取り組み

5 業務プロセスの 3S+S 化

競争力強化のための
ICT インフラ設備・保守業務プロセスの効率化
NTT コミュニケーションズ（以下、NTT Com）インフラデザイン部は「競争力強化に向けた次世代基盤の実現」を目指し、
インフラ整備や保守・運用業務のプロセス改善に取り組んでいる。4 月に実施された組織再編のコンセプトである「3S
（Simple・Smart・Speedy）+S（Secure）」を強く意識したさまざまな取り組みのうちいくつかを紹介する。

「スマート機械室」の導入
エンジニア不足やスキル不足な
ど、近年多くの企業が抱える課題が
NTT Com の通信サービスを支える

NTT コミュニケーションズ株式会社 プラットフォームサービス本部
（左から）インフラ部門

通信機械室の建設・保守においても

インフラ部門

課題となっている。ICT 機器の高密
難しくなる、電力容量が増加する、

担当課長 内山 和明氏

主査 福田 仁氏、主査 小室 昭広氏、古賀 健朗氏
企画部門兼インフラ部門

度化が進行し通信機械室での施工が

インフラデザイン部

「作業中の事故防止や早期発見、

担当課長 伊東 弘二郎氏

術を導入・活用することにより、こ

温度が上昇するといった課題も顕在

またセキュリティーリスクへの対応

れらの課題を解決する『スマート機

化している。

も必要です。IoT などのスマート技

械室』の実現に取り組んでいます。

目的
・各種ネットワークサービスの更なる品質向上、効率化、高セキュリティー化を
図るべく、IoT AI・自動化を取り入れた効率的に管理・運営できる機械室を目指す。
・通信機械室のさまざまな課題に対してICT技術等を活用し解決するとともに、
ファシリティー部分のみではなく、お客様・利用者と継続的な共存を強化する
ことも目指す。
ビジネス目線

通信インフラ目線

高品質

品質向上

・災害に強い
・人為故障０

・自動化、AI、
センサ
・ロボット導入

作業効率
・先行配線化
・RFIDバーコード
・配線情報検知センサ
・建物/電力デリバリ業務の自働化
・エネルギーマネジメント

さまざまな問題を解決する
洗練された環境が
スマート機械室

のメリットを重視していることも特
長の 1 つです（図 1）」（福田氏）
以下、2021 年度の実用化を目指
している主な取り組みを紹介する。
スマートラック
温度センサーと内蔵する空調機の

短納期
・申し込みから開通まで3日間
・オンデマンドで設備構築

低価格

・通信ビルセキュリティ強化
・機械室作業の無人化
・監視カメラ等による入退室管理
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期、低価格などのお客さまにとって

連携による温度管理、RFID(Radio
frequency identifier) を活用した自
動搭載機器管理など、設備管理の手

高セキュリティー

図1

課題解決だけでなく、高信頼、短納

・運用コストを極限まで削減
・設備コスト削減

スマート機械室の課題と対策

間を削減するための各種機能を備え
たスマートラックの導入を検討して
いる。
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OST+AI による作業補助

ファイバーセンシングを用いて、所外設備(光ファイバーケーブル・土木設備)に影響を与える可能性のある
道路工事の振動を計測し、工事状態に応じた振動特性を分析

NTT Com はスマートグラスを活
用したオンサイト・サポート・ツー

Raw Data
Flow Data

ル（OST）により遠隔から有スキ
ル者が現場の様子を確認し、現場
作業員にアドバイスする「作業補
助」に取り組んできた。新たに有

コンクリート切断時の例
特有の振動周波数(14.5Hz)が見えており、
通常状態との差異を確認

スキル者からの指示内容を AI に学
■光ファイバーセンシング技術のロードマップ

ことにより、作業補助の仕組み自
体を自動化しようとしている。現
在は AI による自動化のさまざまな

１

2

ファイバーセンシング
（センサー）

ファイバーセンシング
（AI）

データセンター等において異な
る通信事業者が相互接続しやすい
よう、
配線を集中させた「ミートミー

【2020年度上期】
フィールドでの事象検知(①)の実証

図2

4
価値提供エンジン
（AI）

Raw Data・データ抽出、AIアルゴ ・検知事象をデータ
変更し価値化
Flow Dataリズム分析で検知事象
としてデジタル化

・光ファイバーが感知する
微細なノイズ(アナログ
データ)を検知

課題の解決を進めている。
MMR と先行配線の構築

3

標準化／ＡＰＩ／業務システムとの統合Ｉ／Ｆ

習させて画像認識と組み合わせる

・インフラ事業者業務システム

OSS/BSS

DB

【2020年度下期】
AIによる事象検知の自動化(②、③)/業務システム連携(④)に着手

光ファイバーセンシングを用いたリアルタイム診断

低損失コネクタ開発

光ファイバーをセンサーとして
活用し人手をかけず所外設備の
異常を検知

ルーム（以下、MMR）」と呼ばれる

前述の先行配線を徹底すると光コ

部屋・スペースが設けられることが

ネクタによる接続点が多くなり、光

ある。この MMR に相当するスペー

コネクタ接合部分における損失が課

スでの作業だけで回線工事が完了す

題となる。そこで NTT 研究所が持

NTT Com の光ファイバーケーブ

るよう、通信機器や配線を予め配備

つ技術を活用し、低損失の光コネク

ルはそのほとんどが安全な地下埋設

しておく先行配線の取り組みを進め

タの開発に取り組んでいる。

された基盤設備 ( とう道や管路 ) の

ている。MMR における配線の切り

RFID を活用した設備管理

中を通っているが、それでもケーブ

替え作業も「ロボット・パッチパネ

通信機械室に設置される機器の数

ルが損傷、切断されることがある。

ル」という装置で自動化する方針だ。

は膨大で予備機管理に手間がかかる

原因は主に 3 つ。1 つは無許可工事

フロア間局内配線業務の効率化

ため、RFID タグを活用して全ての予

等による誤切断。1 つは自然災害。

備機を一元管理しようとしている。

そしてもう 1 つは基盤設備の経年

行配線業務自体も効率化しようとし

これにより予備機管理稼働を半減さ

劣化だ。経年劣化で破損した管路が

ている。幹線用のケーブルや接続方

せることが可能と見込んでいる。

光ファイバーケーブルに損傷を与え

式 の 見 直 し に よ る 構 築 期 間 短 縮、

ストリートビューナビ

るケースもある。

フロア間の配線全般を見直し、先

ルート設計の簡略化など、さまざま

通信機械室の様子を図面や写真か

いずれもお客さまへの通信サービ

な取り組みがある。コネクタ抜去作

ら把握するのは難しく、現地調査を

スに影響を与えることから、保守人

業などの効率化を目的に、コネクタ

行うことがある。この稼働を減らす

員を配置し所外設備に異常がないか

の物理的な接続状態をリモートから

ため、360 度カメラの映像と VR 技

巡回確認している。しかし人員の確

検知するセンサーの開発・導入も進

術を活用し通信機械室の様子を立体

保は年々難しくなり、自然災害の現

めている。一部通信ビルでこうした

的に把握する取り組みを進めてい

場では道路崩壊等により被災状況確

見直しを適用したトライアル構築を

る。使い勝手は Google ストリート

認に踏み入ることができない等、人

完了しており、今後他ビルへ展開す

ビューに近く「ラックの上に何があ

手ではなくリアルタイムに所外設備

ると同時に効果測定や改善を進める

る」といったことまで確認できる。

の異常を検知できる技術が必要とさ
れている。このニーズに応えるのが、

方針だ。
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光ファイバーに光パルスを入射しそ
の反射光や散乱光の波長の変化から
環境変化を把握する「光ファイバー
センシング」だ。
NTT Com の光ファイバーケーブ
ルを利用したフィールドでの検証は完

NTT コミュニケーションズ株式会社 プラットフォームサービス本部
インフラデザイン部 インフラ部門

了しており、 異常な振動を検知し発

（左から）担当課長

生場所を特定することが可能だ。 橋

浦山 賢治氏、主査 今村 剛氏

主査 畑 繁蔵氏、主査 鈴木 猛久氏、主査 塚本 詩織里氏

梁部の管路破損等、 通常は視認で
きない異常もリモートからタイムリー

「インフラ設備の信頼性向上、老

期の短縮を目指し、考慮すべき要素

に検知できる。この仕組みにより「光

朽化問題は、ライフラインを支える

が多く複雑であることから、ター

ファイバーケーブルの環境変化を検

多くの事業者が抱える共通の課題で

ゲットを絞ったスモールスタートで

知し速やかに保守人員が現地確認に

す。光ファイバーをセンサーとして、

の取り組みを進めている。

向かう」という運用が可能になった。

電気、ガス、水道設備等の環境変化、

「現在は 400Gbps 伝送基盤向け

現在は工事機械などの様々な振動

異常を検知し情報を提供すること

の 400G-OXC に 関 す る SO パ ス の

周波数やパターンを AI に学習させ

で、通信だけでなく、ライフライン

設計・構築の自動化に取り組んでい

るなど、発生原因の特定に力を入れ

領域全体の維持管理にも貢献したい

ます（図 3）。自動化しやすい標準

ている。また 2020 年度上半期末に

と考えています」（内山氏）

的なパターンから着手し、年度内に

は、国際海底ケーブルでのフィール

高度デジタルコヒーレント光伝送
装置（400G-OXC）のサービス
オーダー（SO）に応じた設計業務の
自動化

ド検証をする予定だ。さらに東京 大阪間といった長距離中継区間での
検証も予定している。

社会インフラ維持への貢献も
視野に

少しでも自動化を実現したいと考え
ています」（浦山氏）

多岐に渡る業務のプロセス改善、
安全性向上に注力

NTT Com は NW 設計・構築業務

ほかにも多岐に渡る業務プロセス

の自動化に取り組んできたが、人手

改善を進めている。たとえば通信ビ

全国に張り巡らされた光ファイ

を要する部分は残っており、自動化・

ルのフロアスペースや電力の払い出

バーをセンサーとした社会インフラ

効率化の余地が充分にあると考えて

し業務について標準化とデータベー

の老朽化問題への貢献、新たなビジ

いる。NW 設計・構築業務の生産性

スの一元化、ツールによる自動化を

ネスへの展開も視野に入れている。

を 1.5 倍に向上すること、および納

進めている。また従来行ってきた機
械室内の空調制御に加え、事務

狙い

インフラNWの設計構築業務の生産性1.5倍・短納
期化を目指し、長距離400G-OXCの設計自動化か
ら取り組む

化、省エネルギー化を進めよう

他装置へ拡大

概略設計
配線設計
.etc

としている。
また、作業時における安全性

凡例

AsIsとToBe

向上にも力を入れている。特に

手動工程
自動工程

【AsIs】
システム
開通

室内の空調制御についても効率

400G-OXC
SOパス

SO

オーダ登録
L1

設計
概略設計

収容設計

配線設計

各種発注
／工事

開通

後処理

SO

オーダ登録
L1

図3
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ており、脚立にセンサーを取り
付けて傾きなどのデータを収集

【ToBe】
システム
開通

高所作業中の事故防止を目指し

自動設計
概略設計

収容設計

配線設計

各種発注
／工事

400G-OXC の SO に対する設計自動化

開通

後処理

しビッグデータ分析することに
より、事故回避、防止につなげ
る取り組みも進めている。
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