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̶お客様を収容する心線を特定し
て開通バックオーダを抑制
フレッツ光を始めとするNWサー

ビスの提供のために、これまで電柱、
ケーブル、管路などの電気通信設備
の構築、及び保守運用には多くの人
手と特化したスキル・ノウハウを必
要としてきた。しかしながら、他業
界と同様に現場では人員減耗やスキ
ル者の高齢化が進み、働き方改革の
取り組みも進めていく必要がある。
そこで AS 研では、スマート化・

DX化により、従来の構築・保守運
用を抜本的に変革する研究開発に取
り組んでいる。特に設備構築に関わ
る自動化・機械化を目指したスマー

トエンジニアリング、設備保全業務
に関わるリモート化・自動化を目指し
たスマートメンテナンスが大きな柱と
なる（図 1）。
今回は、その取り組みの中で技術的

に確立され、現場への導入が近い取り
組みについて幾つかご紹介したい。

̶スマートエンジニアリング技術̶
側方光入出力技術を用いた
電源断ONU判別
開通 /保守作業の効率化のため、

ONUのMACアドレスを作業現場で
キャプチャする技術の研究開発を進め
てきた。しかしながらユーザによって
は、省エネ対策のためONU（Optical 

Network Unit）の電源を落としている
ケースがあり、その場合、ONUの
MACアドレスをキャプチャできない。
そこで、光ファイバを曲げ、外から
光を入射する技術を用いて電源断の
ONUを判別する技術を確立した。こ
れにより開通工事のやり直し（バック
オーダ）やお客様へ赴いての確認行
為の稼働を削減することができ、スマー
トな開通工事の実現に貢献できる。
図 2には、光ファイバ曲げ部で
の光の入出力の様子を示す。光ファ
イバに曲げを付与し、曲げ箇所から
光信号の入出力を行う技術を研究し
ている。通信に影響なく高効率に漏
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図１　スマートエンジニアリング・メンテナンスの概要
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洩光を発生させる治具について光学
設計の必要がある。また、漏洩光を
受光するシステムも検討しなければ
ならない。
本技術の応用先として、フレッツ
光のオンサイト業務の効率化に寄与
するMACアドレスキャプチャ・電
源断 ONU検知があげられる。
　
̶スマートメンテナンス技術̶
地下クロージャにおける
MTコネクタ正常性判定技術
地下に設置されたクロージャは浸水

してしまうことがあるため、吸水によっ
て膨張する素材を用いて試験用光ファ
イバに損失を与えて浸水発生を通知す
る浸水検知モジュールが内部に設置さ
れている。しか
し、浸水検知モ
ジュールでは浸
水の度合いまで
は知ることがで
きず、場合によっ
てはクロージャ
内で利用している
MT（Mechanically 

Transferable）コ
ネクタが水に浸

果果を得ることクロージャ開閉時の通
信断リスク推定材料の 1つとすること
で、より適切に工事実施可否を判断
することが可能になると考えている。

̶スマートメンテナンス/
　　　　エンジニアリング技術̶
点群より設備要素を抽出する技術を
用いた構造劣化判定システム
所外設備形態をより正確に判定
し、設備の劣化要因を特定 /解消す
ることにより、設備を長期的に利用
することが求められている。
そこで、MMS（Mobile Mapping 

System）によって取得された 3D点
群データから電柱のみを抽出し、3D

モデリングを行うことで、たわみ評価
により電柱の正常性を診断する技術
を具備した構造劣化判定システムを
昨年ご紹介した。今後は、この 3D

モデリング技術をケーブル /支線 /

支柱の設備に拡大することにより、
ケーブル地上高や弛度などを定量的
に評価し、更なる設備の正常性診断
に活かすことを考えている（図 4）。
また、IOWN構想の DTC（デジ

タルツインコンピューティング）の
世界の実現の一つの形として、本技
術のモデル情報を活用することによ
り、将来アクセス系設備運用がフ
ロースルーで一元実施できるように
なる可能性も秘めており、更なる高
度化・高精度化が期待されている。

かっており屈折率整合剤の流出や金
属製のピンやクリップの劣化が発生
し、浸水状態改修工事のためにクロー
ジャ開閉する際に通信断をおこすリス
クがあった。
そこで 市 販 の OTDR（Optical 

Time Domain Reflectometer）を用い、
複数の波長で反射減衰量を測定し計
算処理を施すことにより、遠隔から
MTコネクタ接続部の屈折率整合剤
残存状況（正常性）を判定する技術
を確立し（図 3）、実際のフィールドに
おけるトライアルでも良好な結果を得
ることができた。MTコネクタ接続部
の整合剤残存状況、すなわち正常性
判定結果は浸水度合いを表す指標と
なるため、MTコネクタ正常性判定結
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図２　側方光入出力技術の検討
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図４　点群データから対象設備の３Dモデリングを行う構造劣化判定システム


