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IOWN構想を実現する革新技術と事業へ貢献する先端技術に取り組む
NTTアクセスサービスシステム研究所

6 運用イノベーション

スマートエンジニアリング・メンテナンスの実現を
目指す運用イノベーションの研究開発を推進
NTT アクセスサービスシステム研究所（以下、AS 研）では、スマートエンジニアリング・メンテナンスを目指して、ア
クセス設備運用をデジタルトランスフォーメーション（以下、DX）化する技術を研究開発している。お客様のサービス
オーダを受けて、スプリッタ下部の心線を効率良く指定できるようにする技術や、高齢化による技術者不足が叫ばれる中
で経済的で、効率的な施工技術等の運用イノベーションを進めている。
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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、

たスマートメンテナンスが大きな柱と
なる（図 1）。
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側方光入出力技術を用いた

取り組みも進めていく必要がある。
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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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■光ファイバ中での光の伝搬・漏洩原理

■曲げ部での光の入出力を検討
（側方光入出力技術）
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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

空き心線
よし！

心線確認
ＯＫ
！

図３ MT コネクタ正常性判定検証結果

することが可能になると考えている。

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
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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。
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