【特集】

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

8 基盤設備のスマートなオペレーションの実現

基盤設備のスマートオペレーションに向けて地下設備の
３D 絶対座標管理や構造物の点検診断自動化を推進
NTT アクセスサービスシステム研究所（以下、AS 研）では、IOWN 時代のメンテナンスフリー技術を目指して、NTT グループ
業務のデジタルトランスフォーメーション（以下、DX）化の研究開発を行っている。以下では、設備情報の３D 絶対座標管理技
術の可視化、ドローンによる地下構造物の自動点検診断技術、画像解析による通信用とう道の診断自動化技術について述べる。
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許容する高い柔軟性」、社会インフ

基盤設備の維持管理

ラとしての信頼性を担保し、安心・
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維持管理するために必要な技術を研

いる。そして、設備の老朽化が進む

究開発している。ネットワークサー

中で、適切な保守・点検により設備
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の維持管理を行いながら、コスト削
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減を図ることも求められている。

なサービスが提供されるものへと進
化している。

更に高齢化の進展や労働力不足の
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これに伴いアクセスネットワーク
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には、
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今後は人手をかけずスキルレスな維
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持管理技術の確立が必要とされる。

現在の予防保全から
「劣化予測/モニタリング」
による予測保全/予知保全への変革を進めながら、新たな材料、新たな工法等を研究開発し、究極の
メンテナンスフリーの実現を目指す。
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AS 研が目指す世界観、つまりス

高精度測位取得技術の開発により、基盤設備DBの3D化による各種業務の自動化・効率化を実現させ、新たな価値の創出と業務のDXを目指す。
高精度絶対座標
(XYZ)の取得
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スマートオペレーションの実現と社会インフラ全体の DX

更に将来に向けては、新たな工法の
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開発と新しい材料開発により、メン

電力

テナンスフリーを目指している。
また、高精度測位取得技術の開発
により、
基盤設備 DB（データベース）
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新的技術を創出する

埋設設備を３D 可視化する技術の実

ことで、基盤設備のス

用化を進める。
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３D による高精度絶対座標管理技術

の 3D 化による各種業務の自動化・

を実現し、社会インフ

̶ロボット（ドローン）による地

ラを取り巻く環境の変

下構造物の自動点検診断技術

化、顕在化する社会的

マンホール点検は作業者の路上作

問題を解決します」
（押

業や入孔作業などを伴うため、安全
性と効率性の向上が課題であった。

田氏）
。

効率化を実現させ、新たな価値の創

作業者の代わりにドローンがマン

出と業務の DX を目指している。今

̶設備情報の３D 絶対座標管理技

ホール内部を自動的に点検する技術

後は、国土交通省の I-Construction と

術の可視化

を開発できると安全性・効率性が高

連携して、ガス、水道、電力、道路

NTT の埋設管路や自治体、他企

に関する関連各社の所有するデータ

業設備を含めた全管路の地中での座

類のオープン化にも期待している。

標を高精度測位取得技術により取得

の電波が届かない地中狭小空間の飛

「アクセスネットワークに関連し

することで、基盤設備 DB の 3D 表

行を可能とする自律飛行のアルゴリ

た基盤設備における研究開発は、基

示を実現し、各種業務の自動化・効

ズム技術、および、ひび割れを高精

盤設備の永続化を目標に、現在の予

率化を実現させ、新たな価値創出と

度に検出できる画像処理技術と自

防保全から劣化予測 / モニタリング

社会インフラ全体の DX を目指し、

動劣化度判定技術を開発する必要が

による予測保全 / 予知保全の確立、

IOWN 構想実現に向けて研究開発

ある。

新たな材料 / 工法によるメンテナン

に取り組んでいる（図２）。

スフリーなどを中心に進めていま

基盤設備業務の DX 推進に向け、

す。
」
（押田氏）

まる（図３）。
GPS（Global Positioning System）

特殊形状の首長マンホールへの適
用、ひび割れ等の劣化状態の自動検

2019 年 度 に 地 下 3D 情 報 活 用 イ

出技術の確立を行い、2020 年度末

現在は、人の手を介さない運用や

メージを確立したが、工事立会業務

に自主化判断を実施する予定である。

予測による未然的保守など、
「スマー

等 へ の 展 開 に は GNSS（Global

トオペレーション」の実現に向けた

Navigation Satellite System）測位と

̶画像解析による通信用とう道の

技術の研究開発に注力している。

連動させた地下設備の３D 可視化の

診断自動化技術

今後は、NTT 業務の更なる DX を

早期技術確立が必須である。

とう道点検は作業者が現地目視や

進めるとともに、社外の動向を見な

「道路が拡幅された場合、管路の

撮影画像により劣化の確認を行って

がら DX を進めていく必要がある。

データベースの補正を適切に行わな

いるが、スキルレス化と稼働削減の

「最終的には、さらに 100 年の基

いと、管路位置を誤認してしまうこ

方法が課題である。たとえば、ドロー

盤設備の永続的利用を目標に研究開

とになり、第三者加害事故の原因に

ンなどを活用し、とう道内を撮影し

発を進め、世界と現場の最先端の革

なる恐れがあります」（押田氏）。

た画像から自動的に劣化を検出する

DB にある地下埋
適用先のカバー率：約９５％
自動検出：露筋・腐食・顕著な亀裂・ひび割れ
（劣化予測のための高精度な検出）
①

特殊形状マンホールにおける自律飛行
角首
（高深度マンホール用の特殊首部）
規格外形状

②

ひび割れの自動検出

ひび割れ
露筋

現行点検より詳細な点検
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将来は、詳細な点検データから
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2020年度

図３

ドローンによる地下構造物の自動点検
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技術を開発したい。

設物の設備情報と

2020 年度は画像から劣化や異常

昨年度技術確立し

状態の有無を検出するアルゴリズム

た １ 周 波 GNSS 測

の構築を行う。2021 年度以降に、

位装置により取得

とう道内の映像の自動撮影方法と

した座標及びベク

合わせて事業会社への導入を考えて

トルを組み合わせ、

いる。

A R（A u g m e n t e d
Reality）技術で地下
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