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URL: http://www.ntt-f.co.jp/csr/

環境へのやさしさが、波紋のように
地球全体に広がっていくことを願う、
NTTファシリティーズグループの思
いを表現しています。そして自らの
環境への取り組みも、大きく広げて
いこうという姿勢の現れでもありま
す。また、Ecoactivity（環境保護活動）
というワードで、環境に対して常に
行動を起こしている企業の活力・行
動力、真剣さを表現しています。

この冊子に使用されている用紙は、原料
に間伐材を含んでいます。間伐材の活用
は、森林保護につながるとともに、CO2

吸収による地球温暖化防止効果も期待
できます。

エコ間伐紙・認定番号
K0301090

この冊子は、大気汚染の原因の１つで
あるVOC（揮発性有機化合物）を含まな
い植物性大豆油インキを使用して印刷
しています。

現像液を使うフィルムが不要で環境負荷低減につながる
CTP印刷を採用しています。

NTTファシリティーズグループ

CSR報告書2011
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』
ファシリティーうさぎ『エコロじい』とは、ファシリティーというお茶が大好きな、

ECOを愛するウサギの老紳士です。
NTTファシリティーズのキャラクターとして

テレビCMなどで当社のECOをご案内しています。
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NTTファシリティーズのCSR

特集

人と地球のコミュニケーション

安心・安全なコミュニケーション

人と社会のコミュニケーション

チームNTTのコミュニケーション

地球環境を考えた統合ファシリティサービスで
お客様から最も信頼されるパートナーとなる

ファシリティを取り巻くさまざまな課題に応える幅広いサービスと、

時代をリードする環境技術。

環境との共生を実現する多様なファシリティソリューションを

お客様のご要望に合わせて統合し、

もっとも信頼され、一番最初に選ばれるパートナーをめざします。

　本報告書は、2010年度のさまざまなCSRに関する取り組
みと実績を報告し、お客さまをはじめとするステークホルダー
の皆さまと、より緊密なコミュニケーションを図っていくこ
とを目的に発行しています。
　掲載内容は、2006年度に制定（2011年6月一部改定）さ
れた「NTTグループCSR憲章」で定めた4つのCSRテーマに
基づき構成しており、地球と人類が調和する持続可能で豊か
な社会の実現に向けたNTTファシリティーズの事業と、環境
保護や社会的課題解決への取り組みなど、ステークホルダー
の皆さまにとって重要と思われる情報を選定し報告していま
す。

■報告対象期間

2010年4月1日〜 2011年3月31日
（一部、2011年4月1日以降の活動と見通しを含んでいます。）

■報告組織の範囲

NTTファシリティーズの本社・5支店、7地域会社、および
NTTファシリティーズが出資する4グループ会社としています。

（　　P6）

本報告書は、NTTファシリティーズグループのCSR活動に関
して、より重要度の高い情報を本冊子に、スペースの都合で
掲載できなかった内容やより詳細なデータは、Webサイトに
掲載（開示は2011年9月末予定）します。

■発行月

2011年8月（次回：2012年8月予定）

■参照ガイドライン

・GRI（Global Reporting Initiative）ガイドライン（第3版）
・環境省「環境報告ガイドライン（2007年度版）」

■記述について

・本報告書に掲載した内容は、過去の事実だけではなく、発
行時点における計画や将来の見通しを含んでいます。これ
らは、記述した時点で入手できた情報に基づく仮定や判断
も含んでおり、将来の活動内容や結果が掲載内容と異なる
可能性があることをご了承ください。

・本報告書発行後、掲載内容に誤りがあることが認められた
場合は、Webサイトにて報告し、正誤表を掲載します。

・本報告書において、「当グループ」とは、株式会社NTTファ
シリティーズおよびNTTファシリティーズ地域会社7社、
4グループ会社を示しています。

・本報告書における「社員」とは、一部を除き、契約社員、人
材派遣、他を含みます。

表紙について

この表紙のデザインには、「環境創造ビジネス」である6つのソ
リューションサービスを通して、お客さまの多岐・多様なニーズ
に応えたいという願いと、2007年4月から提供を開始した環境
トータルマネジメントサービス「Green Integration」を通して、
地球と社会、そして企業を、豊かな将来へ導いていきたいとの
想いを込めています。

編集方針 報告メディアについて
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アメリカ、東南アジア、中国の現地事業所においてビ
ジネスを展開し、大型建築プロジェクトへの参画や、
データセンターの構築・保守などの実績を積んでおり、
今後は、データセンターやオフィスビルでのサービス
をコアに、日本で培った「高信頼・環境・省エネ」の
技術力を活かし、NTTグループ各社とも連携した積極
的な事業を展開していきます。

全てに優先する
「安全」と「CSR」の推進

　当グループは、「安全」と「CSR」を、企業活動の
最重要課題と位置づけています。企業も社会の一員で
ある以上、けっして揺るがせられないものであり、“「安
全」と「CSR」は、何よりも全てに優先”させること
を基本に、社員はもとより、協力会社等とも一体とな
り、安全が「企業文化」として浸透するよう取り組ん
でいます。
　またCSRについては、「企業倫理」「情報セキュリ
ティ」「環境保護」「人権啓発」を4本柱と位置づけ、
さまざまな活動に取り組んでいます。
　とりわけ、人権啓発については「NTTファシリティー
ズグループ 人権に関する基本方針」において、「人間
性を尊重した企業経営を実践するため、同和問題をは
じめ、人権問題の解決を最重要課題と位置づけ、あら
ゆる差別を許さない企業体質の確立をめざし、事業活
動を通じて人権問題の解決に努めます。」と定め、さま
ざまな機会を捉えた研修の実施や、外部セミナー等へ
の積極的参加等の啓発活動を行い、全社員等が絶えず
自己の問題として考え、その意識を自らの業務に反映
させることにより人権意識の向上に努めています。

　ここに、ステークホルダーの皆さまと、より一層のコミュ
ニケーションづくりのため、NTTファシリティーズグループ
の幅広い環境事業や社会貢献活動をはじめとする1年間
の取り組みをご紹介しますので、ご高覧いただければ幸
いです。

時代の潮流とニーズに対応、そして、「環境＆エ　 ネルギーのインテグレーター」として
環境創造ビジネスを推進し、さらなる進化をめざ　していきます。

株式会社NTTファシリティーズ
代表取締役社長

東日本大震災に見舞われた皆さまへ

「NTTファシリティーズグループCSR報告書2011」
の発行に当たりまして、何よりも2011年3月11日に発
生しました東日本大震災により、お亡くなりになられ
た方々に心よりお悔やみ申し上げます。また東北地方
をはじめとして、家屋の倒壊等被災された方々に謹ん
でお見舞い申し上げますとともに、被災地の少しでも
早い復興を心よりお祈りいたします。

通信設備の復旧に向けた対応

　私たちNTTファシリティーズグループは、NTTグ
ループの電力設備・建物・ビル設備業務の責任分担会
社として「通信を止めない」との使命・責任を果た
すため、地震発生後即座に災害対策本部を立ち上げ、
NTTグループ各社との連携のもと、これまで積み重
ねてきた大規模災害への迅速な対応に向けた実践型防
災演習等の成果を余すことなく発揮し、復旧活動に取
り組んできました。
　また、自治体等の復興計画と連動した東北地方の建
物・電力設備の本格復旧・復興を一元的に推進してい
くため、「東北復興推進室」を設置し、全国のNTTファ
シリティーズグループから技術者等を派遣し、引き続
き被災地での復旧作業等に貢献していきます。

地球環境を考えた
“統合ファシリティサービス”の提供

　今日の社会情勢は、依然として景気は不安定な状況
が続いている一方で、「環境」へのニーズがますます
高まっています。
　当グループは、2009年4月に新たに策定した「NTT
ファシリティーズグループ企業ビジョン」において、
私たちがお客さまへ提供すべき価値を宣言しており、
日本の電気通信を100年以上にわたって支えてきた実
績で培った安心と信頼を強みとして、「IT」・「エネル

ギー」・「建築」を融合し、「地球環境を考えた統合ファ
シリティサービスで、お客様から最も信頼されるパー
トナーとなる」ことをめざし、お客さまとともに高め
あい、つながりあい、価値創造してまいります。
　この具現化として、お客さまにわかりやすく「メガ
ソーラー」「グリニティビルディング」「100年BCP」「F
データセンター」「高機能ビルマネジメント」「グリー
ンコンサルティング」の6つのコアソリューションを
深化させつつ提供していくとともに、これまで取り組
んできた経験を活かし、環境＆エネルギーのインテグ
レーターとして環境創造ビジネスを推進し、さらなる
進化をめざしています。

スマートビジネスの展開と
グローバル化への対応

　低炭素社会の実現に向けては、太陽光や風力発電な
どの再生可能エネルギーや電気自動車、蓄電池などの
普及拡大により、エネルギーの流れは双方向へと変化
していきます。
　この安定的運用には、ICTによるエネルギーの最適
な需給制御が必要であり、私たちはこれまで、愛知万
博マイクログリッド実証実験での“エネルギー需給最
適制御システム”の運用や、NTTグループ建物グリー
ン化のための“グリーン設計ガイドライン”の導入、
そしてオフィスビルにおけるエネルギー最適運用のた
めの“エネルギー管理システム（BEMS）”の開発など、
低炭素社会の実現に向けた技術開発に、いち早く取り
組んできました。
　私たちがこれまでに培った、「グリーン建物設計技
術」「エネルギー機器・ビル運用技術」「エネルギー最
適需給制御技術」の3つの技術をベースとして、まず
私たちが得意とするオフィスビル領域においてビル単
体の“スマート化”に取り組み、複数のオフィスビル
のスマート化を図る“ビル群管理”に拡張し、最終的
に“スマートコミュニティ”の実現をめざしていきます。
　また、グローバル化への対応については、これまで、
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■売上高（億円） ■経常利益（億円）

■総資産（億円） ■純資産（億円）
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■地域会社（2011年7月1日現在）
　株式会社NTTファシリティーズ中央・北海道・東北・
　東海・関西・中国・九州
■グループ会社（2011年7月1日現在）
　株式会社NTTファシリティーズFMアシスト
　エヌ・ティ・ティ ジーピー・エコ株式会社
　エヌ・ティ・ティ・インテリジェント企画開発株式会社
　株式会社NTTファシリティーズ総合研究所

■太陽光発電システム
　・企画提案から、設計、設置、アフターフォローまでの
　　トータルサポート
■建物やオフィスの建築設計・診断・改修
　・建物の新規計画
　・建物のリニューアル・用途変更
　・建築プロジェクト全体または一部の管理の
　　アウトソーシング
　・オフィスのリニューアル
　・建物の構造・耐震診断、リスク診断
　・屋上緑化
　・天文台や博物館、学校、図書館等の施設と情報通信
　　ネットワーク構築
■BCP（事業継続計画）、災害対策
　・BCPの策定、訓練
　・地震・停電・水防・雷害対策
　・建物・設備等の監視体制の強化

■データセンターやサーバルームの構築と各種対策
　・省電力で信頼性が高い空調システムの導入
　・DC（直流）給電に対応したデータセンターや
　　サーバルームの構築
　・データセンターやサーバルームの停電・雷害対策の強化
　・データセンター監視・保守のアウトソーシング
　・データセンターのセキュリティ強化
■建物や各種施設・不動産の維持・管理監視のアウトソーシング
　・建物の維持・管理と監視のアウトソーシング
　・データセンターの監視のアウトソーシング
　・建物トータルの省エネルギー化
　・電気設備の点検、効率化など運用のアウトソーシング
　・不動産の有効活用
　・建物やデータセンターのセキュリティ強化
■電力管理と電力供給
　・電力監視や診断による省エネルギー、コスト削減対策
　・マンションの受変電設備建設コストの削減対策
　・電気料金の削減対策

■商号 株式会社NTTファシリティーズ
 （NTT FACILITIES, INC.）
■本社所在地 東京都港区芝浦3-4-1グランパークタワー
■営業開始日 1992年（平成4年）12月1日
■資本金 124億円
■社員数 5,500名（2011年4月1日現在・
 NTTファシリティーズ・地域会社7社合計）

NTTファシリティーズグループ
企業ビジョンの浸透に向けた取り組み
社員一人ひとりが自信と誇りをもち、お客さまに信頼され、活き活きと働ける会社をめざし、
2009年4月に策定した「NTTファシリティーズグループ企業ビジョン」。策定から1年が経った2010年度は、

「企業ビジョンの認知から共感・行動へのステップアップ」を目標に、さまざまな施策を展開してきました。

全国各組織の企業ビジョン推進リーダーなど25名が一堂に集
まり、「現場の声を反映した企業ビジョンの推進施策」につい
てディスカッションしました。各組織での取り組み事例を共有
して、自組織での取り組みに活かせるようにするとともに、全
国各組織の連帯感を創出しました。

事業部間の連携を深めるため、本社の事業本部長と、関連する
事業本部の社員との「クロス対話会」を計4回開催しました。
幹部と社員が率直に意見交換することで、事業部間における連
帯感の醸成を図ってきました。

共感・行動へのステップアップのため、特に「会社への信頼感・連帯感」、「組織を超えたコミュニケーション」の改善に取り組みました。

企業ビジョン推進リーダーワークショップ 事業本部長クロス対話会

2010年度の主な企業ビジョン浸透活動の実績

会社概要

営業成績・財産状況の推移

事業概要
（主なサービス）

NTTファシリティーズグループ企業ビジョン

地球環境を考えた統合ファシリティサービスで
お客様から最も信頼されるパートナーとなる

NTTで実績を積んだ、安心で
信頼性の高いサービスを提供する

ファシリティに関する幅広い
サービスをワンストップで提供する

蓄積技術と先端技術を組合せ、
魅力的なサービスを提供する

プロの視点で、お客様に真に
必要とされるサービスを提供する

お客様とともに高めあい、つながりあい、価値創造する

夢と志を持って
積極的に

チャレンジ
します

立場を超え
コミュニケーション

を図り、チームに
貢献します

先を読み、
スピード
を意識して
行動します

現状に
とらわれない
アイデア
を創出します

責任感を持って
主体的

に行動します

実証力

実現力

総合力

追求力

めざす姿

4つの提供価値

5つの行動指針

会社概要・経済指標
環境とエネルギーのインテグレーターとして、「IT」×「エネルギー」×「建築」を融合した

“統合ファシリティサービス”の提供により環境創造ビジネスを推進しています。
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NTT
ファシリティーズ
グループ

地域社会

社会貢献活動、環境保護活動、
災害対応などを通して地域の
人々と良好な関係づくりを進め
ています。

お客さま

安心・安全に十分な配慮をし
ながら良質のソリューション・
サービス・商品を提供し続け
ることで、お客さまの期待と信
頼に応えています。

お取引先

パートナー企業、業務委託先、
サプライヤ等、すべてのお取引
先と公正かつ自由な取引を行
い、誠実に接しています。

株主
企業価値の向上に努めるとと
もに積極的な情報開示による
経営の透明性の向上に取り組
んでいます。

行政・公共
機関

太陽光発電の実証研究などを
通じて、自然エネルギー利用の
普及・発展に貢献しています。

社員
快適で安全な労働環境を提供
し、一人ひとりが能力をフルに
発揮できる各種制度の充実に
取り組んでいます。

CSRメッセージ
　私たちNTTグループは、情報通信産業の責任ある担い手として、最高のサービスと信頼を提供し、“コミュニケーション”
を通じて、人と社会と地球がつながる安心・安全で豊かな社会の実現に貢献します。

CSRテーマ
1．私たちは、より豊かで便利なコミュニケーション環境を実現するとともに、情報通信技

術を活用し、人口減少・高齢化社会におけるさまざまな課題解決に貢献します。

2．私たちは、自らの環境負荷を低減し、地球にやさしいコミュニケーション環境を構築す
るとともに、情報通信サービスの提供を通じて社会全体の環境負荷低減に取り組みます。

3．私たちは、情報セキュリティの確保や通信の利用に関する社会的な課題に真摯に取り組み、
安心・安全な利用環境と新しいコミュニケーション文化の創造・発展に尽くします。

4．私たちは、社会を支え生活を守る重要なインフラとして、災害時にも強い情報通信サー
ビスの提供に努め、いつでも、どこでも、だれとでもつながる安心と信頼を提供します。

5．私たちは、“チームNTT”として、高い倫理観と人権意識を持って事業に取り組み、働き
やすい職場環境の整備や個の成長・多様性の尊重に努めるとともに豊かな地域社会づく
りを推進し、社会的使命を果して行きます。

※チームNTTは、派遣社員・契約社員も含めたNTTグループで働く社員、パートナーの皆さま、NTTグループのCSRに賛同する退職した
　方々で構成されています。

参照URL http://www.ntt.co.jp/csr/

　NTTファシリティーズグループでは、CSR活動を継続的か
つ適切にマネジメントしていくため、活動の4本柱である「企
業倫理」「情報セキュリティ」「環境保護」「人権啓発」ごとに社内
委員会を設置し、企業ビジョンとの整合性を確保しつつ、基本
方針・制度・基準・活動要領などを策定し、研修等の一体的な

運営を行っています。
　また、CSR推進室を本社と各地域会社に設置し、本社CSR
推進室を中心に緊密な連携を図りながら、当グループおよびグ
ループ会社の一体感を高め、横断的なCSR活動を推進してい
ます。

NTTファシリティーズのCSR

NTTグループCSR憲章

CSRマネジメント体制

人と社会の
コミュニケーション

人と地球の
コミュニケーション

安心・安全な
コミュニケーション

チームNTTの
コミュニケーション

　経営の健全性と透明性、お客さまや社会か
らの信頼を維持し、企業価値を継続して高め
ていくため、コーポレート・ガバナンスを経
営の重要課題と位置づけ、ガバナンス体制を
構築しています。

ステークホルダーの皆さまとCSR

リスクマネジメント

コーポレート・ガバナンスの強化

　NTTファシリティーズでは、迅速かつ適切なリスクマネジ
メントを行うことにより、事業活動における損失の未然防止、
損失最小化を図り、企業としての持続的発展に資することを目
的として、社長を委員長とする「リスクマネジメント委員会」

を設置しており、事故等に関する原因の究明、再発防止策の検
討、事業活動上のリスク回避に関する全社的方針や対策などを
決定し、万が一リスクが顕在化した場合でも損失を最小限に抑
えることができるよう努めています。

　NTTファシリティーズでは、16名の取締
役で取締役会を構成し、原則、月1回開催す
る取締役会において、経営に関する重要事項
を関係法規、経営判断の原則および善良なる
管理者の注意義務等に基づき決定するととも
に、取締役の職務執行の相互牽制等を行って
います。
　監査役会は、3名の監査役で構成され、原則、
月1回監査役会を開催するほか、各監査役は、
取締役会など重要な会議に出席しています。

　NTTグループ全体の「内部統制システムの整備に関する基本
方針」などに従い、同システムに必要な措置を実施することを
取締役会で決議し、規程や体制などの整備に取り組んでいます。
　また、財務報告に係る内部統制システムについても、内部監
査などにより有効性を確認しています。

　NTTファシリティーズでは、会社の重要事項について、原
則として、社長、副社長、常勤取締役および各組織長で構成す
る経営会議における審議を経たうえで決定しています。
　また、会社経営・グループ経営に関する重要事項を課題ごと
に議論し、適正な意思決定を行うための各種委員会を設置して
います。

　NTTファシリティーズグループでは、ステークホルダーの
皆さまのさまざまなご要望・ご期待にお応えし、「お客様から
最も信頼されるパートナー」となることをめざすとともに、
企業価値の向上に取り組み、社会ニーズへのスピーディー
な対応を基本として「安心・安全で豊かな社会の実現」
に向けたCSR活動を推進しています。

　NTTは、グループ各社が推進してきたCSRをより積極的な
活動をするための基本方針として、2006年6月、グループの
CSRのあり方を表現した「CSRメッセージ」と、具体的な重
点取り組み項目を示した4つの「CSRテーマ」で構成する「NTT
グループCSR憲章」を制定しました。また、ISO26000の発
行を踏まえ、2011年6月、「チームNTTのコミュニケーション」
の内容が一部改定されました。

取締役会・監査役会の構成

内部統制システム経営会議と各種社内委員会

NTTファシリティーズグループでは、「NTTグループCSR憲章」で定めた4つのCSRテーマを基本に、事業活動
を通じて社会の持続的な発展に貢献していくことを経営の目標として、社員一人ひとりが自己の向上に努めつつ
CSR活動に取り組んでいます。

人と社会と地球が
つながる安心・安全で
豊かな社会の実現

安心･安全な
コミュニケーション

チームNTTの
コミュニケーション

人と社会の
コミュニケーション

人と地球の
コミュニケーション
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　NTTグループは今回の震災により、通信ビルにおける設備
の被災や商用電源の途絶により、最大時150万回線（フレッ
ツ光等を含む）のNTT東日本の通信回線、約6,700の移動無
線基地局、約15,000回線の企業向けデータ通信などがサー
ビス中断を余儀なくされました。NTTファシリティーズグルー
プはNTTグループの電力設備・建物・ビル設備業務の責任分
担会社として、地震発生直後から全社一丸となり、技術者等の
人材派遣、食料品や生活必需品の物資送達、移動電源車による

電源救済、燃料補給などの支援を迅速に行いました。
　相次ぐ余震のなか、急ピッチで進めた応急復旧にめどがつき
かけた4月7日には、震度6強という本震クラスの大きな余震に
見舞われ、新たに広域停電対応を迫られましたが、NTTグループ
の一丸となった取り組みにより、その後も予定どおり、被災した
通信ビルや移動無線基地局の機能を順次回復させ、4月末には、
福島原発周辺や道路、トンネルなどの破損で物理的に復旧が困
難な地域を除き、通信ビルや基地局の復旧をほぼ終えました。

　停電をともなう災害時の最重要課題である通信設備の電源救
済では、地震発生直後からNTTファシリティーズ東北支店は、
NTT東日本等が所有する移動電源車で直ちに電源救済を開始
し、翌12日からは、西日本・中央エリアから約40台の移動電
源車が駆けつけました。
　また、電源供給に必要な非常用エンジンや災害対応車両には
タンクローリーによる燃料補給を実施し、地震発生から10日
後の21日には、東北地方への供給量は軽油約30万L、ガソリ
ン約2万Lにおよびました。
　こうした対応により、3月21日現在で、建物点検は、東北地
方における約800の対象ビル（うち水没25ビル）に対し約9
割の点検を完了。電力設備についても、34の最重要ビルを優
先した電源救済を実施するとともに、計画停電対象ビルや計画
停電エリアの必要燃料の補給を実施しました。

　全国のNTTファシリティーズグループから宮城・岩手・茨
城の3県の復旧作業等に対応する技術者派遣は、3月18日にお
いて、1日平均約100名（発災後1週間で延べ1200人（うち
約50名は協力会社））におよび、また食料品や生活必需品（薬
類、下着、寝具、乾電池、携帯電話充電器など）の物資送達に
ついても速やかに実施しました。

　2011年6月16日、自治体等の復興計画と連動した東北地
方の建物・電力設備の本格復旧・復興を一元的に推進する体制
として、「東北復興推進室」（東北復興推進室長：取締役　川
越祐司）を設置しました。NTTファシリティーズグループは、
NTTグループの一員として100年以上にわたって日本の情報
通信を設備の構築・保守・運用の面から支えることにより培っ
てきた豊富な実績を活かし、1日も早い通信設備の本格復旧を
待ち望んでおられる多くの方々のため、今後も引き続き最大限
努力していきます。

　NTTファシリティーズは、地震発生当日、東北支店（宮城県仙台市）に災害対策本
部を立ち上げ、本社（東京都港区）にも社長を本部長とする災害対策本部を設置しま
した。両災害対策本部の連携の下、災害復旧対応の体制を整えました。

東日本大震災による
電力・建物等の災害復旧

2011年3月11日に発生し、甚大な被害をもたらした東日本大震災。
NTTファシリティーズグループでは、
震災直後より通信インフラの復旧や被災地支援に取り組んでいます。

「通信を止めない」という使命と責任

未曾有の大震災への対応

NTTファシリティーズの被災地支援体制

移動電源車とタンクローリーによる電源救済

全国からの支援

本格復旧の取り組み

これまで、東京直下型地震や東海地震等を想定し、大規模災害に対する備えに努めてきたところです。しかし、東日本大
震災ではこれまでの想定をはるかに上回る規模の被害を受け、多くの教訓を得たことから、平時よりNTTグループ間、当
グループ内の連携を図るとともに、発災時により具体的に行動がとれるよう、災害対策マニュアルの見直しを進めていき
ます。

本震発生

本震
クラスの
余震発生

3月11日：1,420ビル

3月12日：905ビル

3月13日：487ビル

3月14日：357ビル
3月15日：308ビル
3月16日：272ビル
3月17日：208ビル
3月18日：134ビル
4月6日：50ビル

4月7日：699ビル

4月8日：177ビル
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■災害復旧による停電ビル数の推移

本社災害対策本部で指揮を執る沖田社長

大船渡ビル建物点検作業の様子

移動電源車とタンクローリーによる電源救済

東北復興推進室

雪の中の物資積み下ろし作業

市川 武　安全統括部　災害対策室担 当 者 か ら
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オフィスビルスマート化のイメージ図

　NTTグループでは、スマートコミュニティの実
現に向けた社会インフラ構築をめざし、2009年度
にNTTグループを横断したタスクフォースを立ち
上げ、スマートハウスやスマートコミュニティにお
けるサービス開発に取り組んできました。
　EVの分野においても、今後、需要の高まりが想
定されることから、NTTファシリティーズは2011
年に通信ネットワーク対応型電気自動車用急速充電
器を商品化するなど、積極的に取り組んできました。

※参加企業：日本カーソリューションズ株式会社、株式会社NTTファ
シリティーズ、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ、NTTデータカスタ
マサービス株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ、エヌ・ティ・
ティ・コミュニケーションズ株式会社、日本電信電話株式会社

　NTTファシリティーズグループは、NTTグループ建物グリー
ン化のためのグリーン設計ガイドラインの導入、新エネルギー
等地域集中実証研究への参画によるエネルギーの最適需給制御
システムの開発、ビルの最適運用のためのBEMS（注1）の開発

など、低炭素社会の実現に向けさまざまな技術開発に取り組ん
できており、これらの技術を活用しNTTファシリティーズ本
社が入居しているグランパークタワーでのスマート化に着手し
ています。

　今回のスマート化プロジェクトでは、既存のBAS（注2）に加
え、需要側と供給側との間で、熱と電気を最適に制御するため
の“FIT BEMS”をグランパークタワーのエネルギー管理セ
ンタ内に導入し、NTT都市開発の協力を得ながらオフィスビル

のスマート化（注3）に向けて順次取り組みます。熱については
熱供給会社と、電気については電気事業者との情報連携を進め、
デマンドレスポンスを含めたリアルタイムでの熱と電気の最適
制御により、CO2排出量の削減を実現していきます。

　EVのカーシェアリングは、充電時間を考慮した
スケジュールの検討や充電量の管理など、通常の
カーシェアリングとは異なるオペレーションや充電
のためのインフラが必要となるため、EVカーシェ
アリングの事業性を検証するとともに、EVや周辺
インフラ導入のノウハウを構築、蓄積することをめ
ざします。また、EVカーシェアリングサービスの
利用と、EV充電インフラを普及拡大することによ
り、温室効果ガスを削減し、低炭素社会の実現に取
り組んでいきます。

　グランパークタワーでのスマート化プロジェクトで得られた
知見を活かし、NTTグループと連携して段階的にオフィスビル
分野のスマート化に向けて取り組むとともに、従来の建物グ

リーン化の枠を超えるICTを駆使したビルのスマート化、スマー
トコミュニティへと展開を図っていく予定です。

　EVカーシェアリングと充電インフラネットワークのパッケー
ジング化などを図ることにより、法人顧客へのEV、および充電
設備の導入サポート、運用支援、メンテナンスまでのワンストッ
プサービスの実現をめざします。

　また、各自治体との連携により、低炭素社会の実現に向けて
EV、および充電インフラの普及促進に貢献できるよう努めてい
きます。

①FIT BEMSによるエネルギーの最適制御

③電気事業者との情報連携（電気）

②熱供給会社との情報連携（熱）

④グリーン建物設計

● 需要側と供給側のエネルギー需給情報を収集・分析・
評価し、最適に制御

● エネルギーの見える化
● エネルギー情報の分析・評価による省エネアドバイス

● 電気事業者からの料金情報等との連携、制御可能機器
の明確化による電力のデマンドレスポンス

● BEMSの測定情報を基にした熱のデマンドレスポンス
● 施設利用詳細情報等の共有による熱源運転効率の向上

● LED、タスクアンビエント照明の導入

概要・経緯

概要・経緯

目的・効果

目的・効果

今後の展開

今後の展開

スマートビジネスへの取り組み
NTTファシリティーズグループが培ってきた「エネルギー機器・ビル運用技術」や「エネルギー最適受給制御技術」などの
強みを活かし、低炭素社会に貢献するスマートコミュニティ構築に取り組んでいます。

新しい「エコ」の形を求めて

エネルギー供給者、ビルオーナー、テナントそれぞれの立場の情報をつなぎながら最適に制御することで、「Greenと快
適性を両立した」環境価値を最大化し、その価値を持続的に提供することで、企業の社会的責任、社会貢献を果たしてい
きたいと思います。

関連ホームページ
http://www.ntt-f.co.jp/news/heisei22/h22-1021.html（ニュースリリース）

急速充電器の付加価値向上につながる「エネルギー管理（節電対策）」、「周辺サービスとの連携」などにも積極的に取り
組んでいきたいと考えています。

関連ホームページ
http://www.ntt-f.co.jp/service/ev_charge/（商品・サービス紹介）

川上遊亀　事業開発部　スマートビジネス部門推名晃悦　事業開発部　事業企画部門 担 当 者 か ら担 当 者 か ら

NTTグループEVカーシェアリング実証実験
「EV Car Sharing Eco Project」開始

日本初、オフィスビルのスマート化に着手
〜ICTを駆使した“FIT BEMS”により、熱と電気をリアルタイムで最適制御し、CO2排出量を削減〜

電気事業者との情報連携 グリーン建物設計

さまざまな情報の
「見える化」

再生可能エネルギーの
活用

FIT BEMSによる連携制御

FIT BEMS

EV用急速充電器
「国際スマートグリッドEXPO 2011」の様子

用語解説
（注 1）BEMS（Building and Energy Management System）
ビルの機器・設備等の運転管理によってエネルギー消費量の削減を図る
ためのシステム。

（注 2）BAS（Building Automation System）
空調・照明・受変電・防災・防犯・エレベータ・駐車場などの設備を制御・
監視するシステム。

（注 3）ビルのスマート化
ICT を活用してビルにおけるエネルギー需給情報を双方向にやり取りす
ることにより、エネルギー供給者を含めたビルの CO2 排出量（エネルギー
消費量）を下げ、建物のグリーン化（太陽光発電、LED 照明導入など）
や今後需要の増加が見込まれる EV などにも対応したインフラを具備す
ること。
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地域 校数 太陽光発電システム
設置容量

神奈川県藤沢市 54 校 約 1,000 kW
山梨県北杜市 8 校 約 400 kW
長野県箕輪町 6 校 約 250 kW 
長野県飯島町 3 校 約 180 kW
長野県佐久穂町 4 校 約 35 kW

■システムインテグレーター方式での実施案件一覧

システムインテグレーターの役割

基本コンセプト
■地域環境
■グランドデザイン
■環境効果
■経済効果

設計
■電源システム設計
■太陽電池モジュール
の配置検討

■最適工事業者の選定
■最適物品の選定、
調達

施工
■工事管理
■行程・安全管理
■電力協議代行
■試験調整

保守・運用
■保守・維持管理
■ビジョンに沿った
環境事業

■環境教育等の実施
■専門技術者による
運用相談

設置場所基本調査
■基本検討
■電源環境
■構造調査
（耐震・耐雪・耐風等）
■各種申請

学校への導入事例
（明野中学校：

山梨県北杜市）

学校への導入事例
（高砂小学校：

神奈川県藤沢市）

メガソーラー導入事例（淡路） メガソーラー導入事例（トステム）

　システムインテグレーターの役割は、お客さまの立場に立っ
て、企画・提案〜構築・運用までを一元的にサポートすること
にあります。特に近年では環境問題に対する意識の高まりから、

太陽光発電システムの導入をはじめ、スクール・ニューディー
ル（ P14）に関する環境教育など、地球温暖化防止に向け
た施策提案および実施のサポートも行っています。

　2009年4月に政府より「スクール・ニューディール」構想が
提唱され、その具現化として全国で学校への太陽光発電システ
ム導入を推進しています。当グループは、複数校の設計・施工
を一元的に実施するシステムインテグレーター方式により、神
奈川県藤沢市、山梨県北杜市、長野県箕輪町、飯島町、佐久穂
町での太陽光発電システム導入事業をサポートしてきました。

　システムインテグレーター方式の利点は、品質の均一化、コ
スト削減、自治体の事務作業量の削減、事業企画においての民
間力の活用が挙げられます。当グループは、特に事業企画にお
ける太陽光発電を通した環境教育の強化に注力しています。具
体的には、環境・エネルギー教育ガイドブック、学校用発電量
表示ソフト、光電池実験キットの3つのツール提供および、学
校説明会、先生サポートデスクの設置と環境教室の実施により、

先生方への支援サービスを展開し、多くの先生方・教育委員会
の方から感謝の言葉をいただきました。このように、太陽光発
電システム導入施設の「エコ化」以上の価値も提供し、システ
ムインテグレーターの役割を着実に高めてきています。
　神奈川県藤沢市では、環境教育の強化に加え、全校に災害対
応型太陽光発電システムを導入し、災害時避難拠点として必要
となる体制等の強化も実現しています。

　NTTファシリティーズは、地球温暖化
防止に向けた再生エネルギーとなる太陽
光発電システムのエンジニア企業として
取り組んできました。現在では、全国約
770ヵ所、30MW以上の導入実績を誇る
システムインテグレーターとして、また、
お客さまから信頼されるパートナーとし
てますます期待が寄せられています。

　太陽光発電が日本の基幹エネルギー（注2）となるよう、シス
テムインテグレーターとしての技術と、提供する太陽光発電シ
ステムの品質向上に努めることにより、さらなる太陽光発電シ
ステムの普及拡大を通じて、環境問題の一つである地球温暖化
防止に貢献していきます。

メガソーラー
太陽光発電システムの企画・提案から構築・運用までを一元的に管理するシステムインテグレーターとして、
企業・自治体での太陽光発電システムの導入をサポートしています。

次世代を支える太陽光発電システム構築ソリューション

震災に端を発し、世界的に原子力から再生エネルギーへの転換についての議論がなされています。私は太陽光発電のシス
テムインテグレーターの一人として、太陽光が地球環境と共存する最有力のエネルギーとなるよう太陽光発電システムを
追究し、地球環境保護に貢献していきます。

関連ホームページ
http://www.ntt-f.co.jp/service/mega_cor/（商品・サービス紹介）

渡邉優一　ソーラープロジェクト本部　企画・開発担当担 当 者 か ら

概要・経緯

概要・経緯

目的・効果

目的・効果

今後の展開

太陽光発電システムのシステムインテグレーター（注1）として

スクール・ニューディールへの取り組み

（注 1）システムインテグレーター
企画・提案から構築・運用までを一元的に管理する企業。

（注 2）基幹エネルギー
日本のエネルギー供給源の柱となるエネルギー。

用語解説
　システムインテグレーター方式での太陽光発電システムの導
入により培った環境教育支援や災害対応システム等、開発技術
とノウハウを活かし、今後も学校への太陽光発電システム導入
をトータルでサポートしていきます。特に、東日本大震災の被

害により、災害時においては災害時避難拠点での電源確保は大
きな課題となっています。太陽光発電システムによる災害対策
について、今後も多岐・多様な検討を進めていきます。

新たな取り組みには苦労が多いものですが、先生方からの感謝の言葉や子どもたちの喜ぶ姿を見たとき、本当に「よい仕
事をさせてもらった」と、逆に感謝にたえません。今後も太陽光発電システムの可能性を広げていきたいと考えています。

関連ホームページ
http://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/newdeal/index.htm（文部科学省）

佐藤健介　ソーラープロジェクト本部　企画・開発担当担 当 者 か ら

今後の展開

環境教育の様子
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グリーン NTT の推進

　NTTグループは地球環境保護への取り組みとして、2008年
5月に自然エネルギーの普及促進施策「グリーンNTT」を公表し、
グループ一丸となって自然エネルギーの導入拡大を推進してい

ます。本施策は「企業グループのLLP（注1）」と「グリーン電力証書」
を融合した日本初の取り組みであり、NTTグループの保有不動
産を活用し効率的な自然エネルギーの導入を進めています。

　環境・エネルギー問題は世界的な課題であり、太陽光発電市
場は世界的に著しく発展し、日本でも大規模開発を含む多くの
太陽光発電施設の構築が進んでいます。このようななか、太陽

光発電市場におけるコスト低減に向けた発電の高効率化、長寿
命化、設置工事費等の削減を図るため、フレキシブルで低コス
トなアルミ架台を株式会社LIXILと共同開発しました。

「グリーンNTT」の取り組みはその歩みを着実に進め
ており、2011年3月末現在、LLPおよびグループ各社
が導入した設備と合わせ、グループ全体での発電容量
規模は全国約160ヵ所で約3．8MWに達しました。ま
たLLP自らがグリーン電力証書の「証書発行事業者」
となり、グリーンエネルギー認証センタから約80 
MWhのグリーン電力相当量の承認を受けています。

　アルミ素材のメリットを活かし、少な
い材料で強度が高く接合を容易とし、さ
らにスライド機構を組み合わせることに
より、さまざまな寸法の太陽電池モジュー
ルや任意な太陽電池面傾斜角度の設定に
容易に対応できる架台を開発しました。
　工事についても、軽量のため組立作業
が安全かつ容易で、また工場からの運搬
車両や重機使用の機会が減り、燃料使用
によるCO2排出量を削減できるため、環
境負荷低減にも貢献します。
　さらに、沿岸部など塩害が懸念される
場所でも高い耐久性を有しつつ、美しい
外観を保ちます。また、アルミは、ほぼ
100％リサイクル可能なため、資源循
環対策において“環境にやさしい”こと
も特徴です。

　NTTグループは、2012年度までに合計5MW規模の
自然エネルギーの導入をめざしており、グループが一
丸となった地球環境保護に向けた取り組みを進めてい
きます。将来的には、他企業や自治体とも協力を図り
つつ、自然エネルギーの普及拡大に寄与していきます。

　今回開発したアルミ架台は、今後も継続して構築される大規
模な太陽光発電設備への採用が期待できます。さらに建物屋上

対応といったラインナップの拡充も図り、製品の価値向上と普
及促進を継続する予定です。

グリーンNTTを通じて、私の仕事が地球の環境保護につながっていることに、とてもやりがいを感じています。今後もグ
リーンNTTは、自然エネルギーの導入を拡大し、さらなる地球環境保護の推進に取り組んでいきます。

関連ホームページ
http://www.ntt.co.jp/kankyo/greenntt/

本アルミ架台は、社団法人日本アルミニウム協会が選考する2010年度日本アルミニウム協会賞「開発賞」を受賞しまし
た。新エネルギーの太陽光発電に注力している当グループにとって、新しいチャレンジでもあったアルミ架台の開発で高
い評価を得たことは大きな励みでもあり、太陽光発電分野のさらなる可能性を広げる取り組みへのステップにしていきた
いと考えています。

小野木いくる　ソーラープロジェクト本部　企画・開発担当 鈴木幹夫　研究開発本部　リスクマネジメントシステム部門担 当 者 か ら 担 当 者 か ら

概要・経緯 概要・経緯

目的・効果

目的・効果

今後の展開

今後の展開

自然エネルギーの導入拡大をめざす「グリーンNTT」のさらなる推進 太陽電池アレイ用アルミ架台の開発

（注 1）LLP
有限責任事業組合（Limited Liability Partnership）。

用語解説

導入事例（筑波研究開発センタ）

2010年度日本アルミニウム協会「開発賞」受賞
方法2

NTTグリーンLLP

2009年度
530kW

LLP設置の530kW分の
年間発電量

約1.5MW

実施スキーム

方法1
自社設備投資

2009年度
470kW／8ヵ所

グループ各社
NTT

NTT東日本
NTT西日本

NTTコミュニケーションズ
NTTドコモ
NTTデータ
NTTコムウェア
NTT都市開発

NTTファシリティーズ

計9社

2012年度
5MW
規模導入

約2MW

設備
投資

自社ビル等
設置

出資 グループ内
設置

設置済み分
約1.5MW

CO2削減量
約210 t-CO2/年

一般重要家数
約160軒分/年

予想年間発電量
約557,000kWh/h

N
T
T
グ
ル
ー
プ

N
T
T
グ
リ
ー
ン
L
L
P

NTTグループ内
スペース保有企業

自治体・他企業等

電力供給

スペース提供

交付 スペース提供出資

出資 設置

交付
グリーン
電力証書

LLP資産

④任意の基礎間隔に対応
　高さ調整が容易

①・②任意の太陽電池パネルサイズ・段数に対応
③10度〜 40度までの傾斜角に対応することで発電効率UP
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「GreenITy Building＋Smart」が未来を 映し出します。
Green、IT、BCPの3つを効果的にインテグレートし、幅広い用途に対応。
お客様のあらゆるニーズにお応えします。

GREEN

IT

BCP

環境配慮

フレキシビリティ 

評価方法

省エネルギー

安全性 信頼性

IT

機能と安全を確保しながら
環境と共生する技術

多種多様な情報を
有機的に活用する技術

事業の継続性を確保し、
災害時リスクを回避・最小限化する技術

Concept

2 3

GreenITy BuildingはZEB＊1の実現に向け
ビルの年間一次消費エネルギー量の45％＊2以上削減をめざします。

標準

GreenITy
Building
目標

超低炭素

ZEB目標

2,740 MJ/m2年

2,030 MJ/m2年

1,523 MJ/m2年

560 MJ/m2年

27% 7% 9%8% 1%3%

2%4%

33%

32% 6% 9% 10% 4% 12%

24% 14% 11% 4% 13%

6% 4% 5%

2009年

再生可能エネルギー
へ転換

空調熱源　　　　　空気搬送 　　　　照明 　　　　室内機器　　　　換気　　　　その他

2030年

27％削減

45％
以上削減

100％806040200

80％削減

1990年

出典 ： 経済産業省『「ZEBの実現と展開に関する研究会」の報告書』（平成21年11月）資料を基に作成

＊1 ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）： 建物・設備において、年間一次消費エネルギー量がゼロまたは、おおむねゼロとなる建築物

＊2 当社推計値

■ZEBの考え方

街・建物のスマート化により、エネルギーの供給量と使用量を最適化。
街区全体で20%＊2のエネルギー量削減をめざします。

制御・需給情報

快適環境

テナント

制御・需要情報

太陽光発電 蓄電池 電気自動車

＋－

エネルギー
需給最適化

ビル資産価値
向上ステークホルダー

メリット共有

260個の要素技術 ＊4

要素技術を効果的に組合わせ、幅広いニーズにお応えします。

374名のCASBEE＊3評価員
客観的な視点から、環境性能に優れた建物を提案します。

2662件 の採用実績
環境負荷低減に配慮した、多くの設計採用実績をあげています。

＊3 CASBEEについてはP.7を参照
＊4 数値は2011年4月現在

NTTファシリティーズが総合力でサポートします。

エネルギー供給

グランパークタワー
オフィスビルのスマート化

スマートBEMSの導入とさま
ざまな環境要素技術を効果的
に組み合わせ、エネルギー使
用量24％削減をめざします。

ビルオーナー

省エネ

スマートなBEMS

創エネ 蓄エネ

　2011年3月11日の東日本大震災を契機に、建物の安全性
や省エネに対する考え方は大きく変化すると想定されます。当
グループでは、GREEN、IT、BCPの3つを効果的に統合した
GreenITy Building®、需給系全体で情報連携を行い、効率よ

くエネルギーを使用するSmartビル——この2つをフレキシブ
ルにインテグレートさせることで、安心安全で環境性能の高い
まちづくりへ貢献する提案を行っていきます。

　建物、空間に最適な環境要素技術を導入し、高い省エネ効果
と快適性の向上を満たしたプロジェクトが実現しています。当
グループの環境施策推進、組織力の強化、社会的プレゼンスの

向上を目的に、全国での「環境への取り組み」成果のうち、特
に高いレベルを実現しているものを評価・表彰する「NTTファ
シリティーズ環境建築賞」を設けました。

　2011年度の重点取り組みとして、Live-Link Designオフィス
をGreenITy Building®へ業務移管し、その全国展開を全面的に
バックアップしていきます。また、環境要素技術のさらなる拡
充とこれまで導入してきた実例の効果検証によるノウハウの蓄
積、設計プロポーザルなど提案への反映、NTTファシリティーズ
本社が入居するグランパークタワーのスマート化によるエネル
ギー需給の最適制御などに幅広く取り組んでいきます。

■GreenITy Building®

ZEB（注1）の実現に向け、ビルの年間一次消費エ
ネルギー量を1990年代比45％以上の削減をめ
ざします。 

街・建物のスマート化により、エネルギーの供給
量と使用量を最適化。街区全体で20％のエネル
ギー使用量の削減をめざしています。

Live-Link Designオフィス事業「エコオフィス」
の推進に向けて、グランパークタワー24階のモ
デルオフィスで実地検証を1年間実施し、照明電
力50％、紙使用量43％などの省電力・コスト削
減を達成しています。

■Smartビル

■Live-Link Design（注2）オフィス

（注 1）ZEB
ネット・ゼロ・エネルギー・ビル。建物・設備において、年間一次消
費エネルギー量がゼロまたは、おおむねゼロとなる建築物。

（注 2）Live-Link Design
一人ひとりの「スタイル」が活かせる空間を創出し、お客さまを永続的
な価値向上へ導くため NTT ファシリティーズが掲げるコンセプト。

全労済 北海道会館

概要・経緯

目的・効果

今後の展開

震災後の節電需要やBCPへの対応などの社会的ニーズが急速に高まっています。当グループが有する
GREEN、IT、BCPを融合したGreenITy Building®を中心としたさまざまなソリューションの開発・提案
に積極的に取り組んでいきます。

関連ホームページ
http://www.ntt-f.co.jp/service/gb_cor/（商品・サービス紹介）

GreenITy Building®

GREEN、IT、BCPの3つを効果的に統合したGreenITy Building®と、需給系全体で情報連携を行い、
効率よくエネルギーを使用するSmartビルをフレキシブルにインテグレートさせ、
安心安全で環境性能の高いまちづくりへ貢献する提案を行っています。

GreenITy Building®+Smartによる低炭素社会への貢献

用語解説

浦野仁嗣／佐藤章　建設事業本部　グリーンITビルプロジェクト本部　企画推進担当 担 当 者 か ら

制御・需給情報

快適環境

テナント

制御・需要情報
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蓄熱させ、昼間の空調熱源として利用するシステムです。
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NTT ファシリティーズ環境建築賞　最優秀賞
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「Smart DASH™」の導入によって「温度情報の見える化（自
動計測）」、「温度環境の分析・モデル化」および「各空調機の
個別制御」までの一
連のプロセスを自
動的に実施するこ
とが可能となりま
す。 ま た、「Smart 
DASH™」は学習機
能を有しており、継
続的なシステムの稼
動を通じて空調制
御の精度を向上し、
ICT機器の拡張やそ
の発熱量の変化など
に動的に反応するこ
とで、より省エネ性
の高い最適な空調制
御を実現します。

　NTTファシリティーズが開発し、データセンター向けソ
リューション製品として提供している、高機能アルミ製二重床
システム「FIT Floor®」、ICT装置用気流制御システム「アイル
キャッピング®」、同「アイルキャッピング®Lite」の3製品が、

「 2010年度グッドデザイン賞」を受賞しました。今回の受賞
は、NTTファシリティーズとして初の単独受賞であり、3点同
時受賞という快挙を達成したものです。

　社会的認知度の高い賞を3点同時受賞したことで、当社の総
合力と技術力の高さを広くアピールできるとともに、企業イ
メージの向上にも寄与できました。また、データセンター環境

構築技術にデザイン性という新しい価値基準を付与すること
で、今後の事業拡大に貢献するものと期待されます。

「Gマーク」を利用した積極的なPR活動により、より一層の
受注拡大をめざすとともに、さらなるラインナップの拡充や新
機能の追加、低コスト化により、製品の魅力度を高めていきま
す。また、海外拠点やアジアなどの新興市場での積極的な展開
を図っていく予定です。

　 デ ータセンター用スマート空調制御システム「Smart 
DASH™」は、データセンターやサーバルーム内に張り巡らせた
ワイヤレス温度センサと空調機を関連付け、各センサの計測値
の変動に合わせて各空調機を個別に自動制御します。このように
空調を制御することで最適な空調環境と省エネを実現します。

　NTTファシリティーズは、Vigilent社（旧Federspiel Controls
社）と日本市場における独占販売店契約を締結しています。デー

タセンターへの「Smart DASH™」販売・普及を通じて、デー
タセンターの消費電力量50％削減を実現していきます。

データセンター向け3製品が
「2010年度グッドデザイン賞」（注1）を受賞Fデータセンター™

NTTファシリティーズグループでは、豊富な経験と実績から生まれたソリューションを提供し、
データセンターのグリーン化を促進することで、環境負荷の低減に貢献しています。

明日のデータセンターをファシリティから考える

ITインフラの社会的重要性はますます高まっており、それらを支える技術にも常に変革が求められています。これからも
市場のニーズを先取りした魅力のある製品を開発していきたいと考えています。

関連ホームページ
http://www.ntt-f.co.jp/news/heisei22/h22-0929.html（ニュースリリース）

http://www.ntt-f.co.jp/service/aco_itroom/（商品・サービス紹介「FIT Floor®」）

http://www.ntt-f.co.jp/service/aco_aislecapping/（商品・サービス紹介「アイルキャッピング®」）

http://www.g-mark.org/（グッドデザイン賞公式ホームページ）

「Smart DASH™」は自律的に最適な空調制御を実現する画期的なシステムです。2010年4月から日米双方におけるデ
モサイトで行った検証では、10〜30％の空調消費電力量の削減効果を確認できました。環境配慮型次世代データセンター
実現のため、「Smart DASH™」の普及促進に取り組んでいきます。

関連ホームページ
http://www.ntt-f.co.jp/service/aco_dash/（商品・サービス紹介）

http://www.ntt-f.co.jp/news/heisei23/h23-0118.html（ニュースリリース）

近藤潤　研究開発本部　アドバンストFM部門

岩間ちひろ　データセンター環境構築本部

担 当 者 か ら
担 当 者 か ら

概要・経緯

概要・経緯

目的・効果

目的・効果

今後の展開

今後の展開

データセンター用スマート空調制御システム「Smart DASH™」

（注 1）グッドデザイン賞
1957 年に通商産業省（現・経済産業省）によって設立された「グッド
デザイン選定制度」を継承し、1998 年より公益財団法人日本デザイ
ン振興会の主催事業として運営される、日本で唯一の総合的なデザイン
評価・推奨制度。

用語解説



21 22特　集 特　集

　2011年3月11日に発生した東日本大震災は、広範囲にわ
たって人的、物的ともに多大な被害をもたらしました。企業に
おいても「事業の停止」や「業務の中断」を余儀なくされ、物
品供給が滞り、日本のみならず世界中のサプライチェーンを混
乱させました。このような状況から、企業では、取引先から
BCP（事業継続計画）策定の監査が行われるなど、その重要
性が今まで以上に増しています。
　事業継続を支えるためには、被災時の建物、設備などの被害
を最小限にとどめ、社員やお客さまの安全を確保し、事業継続

の環境を確保するための「減災対策」と、災害が発生した際に、
社員が速やかに企業活動、復旧活動を開始するために必要な「初
動・復旧対策」をバランスよく戦略的に実施することが重要と
なります。
　当グループでは電気通信を長年支えてきた実績で培ってきた
事業継続のノウハウを活かし、BCP策定、減災対策、演習など
を通じて、CATV事業者やディベロッパーなど、幅広い業種の
お客さまに対して、災害に直面した際でも事業継続できる環境
づくりを支援しています。

　2011年3月1日、外資系金融機関に対し「バックアップオ
フィスサービス」を提供しました。バックアップオフィスとは、
災害時など事業所が利用できない場合に、事前に用意した別の
拠点（通常は利用しない）にて重要業務の早期再開を可能とす
るものです。
　本オフィスは、事前に独立した非常用発電機、サーバルー
ム、ネットワーク環境を確保しているため、地震などの自然災

害だけではなく、計画停電などに対しても事業継続できる条件
が整っています。
　本サービスの特徴は、①お客さまのBCPに合わせた環境の
構築から運用までワンストップでの提供が可能、②他社に類を
見ない月額利用料方式により、お客さまの投資を抑えた利用が
可能な点にあります。同金融機関では、東日本大震災の際に本
オフィスを活用し、その効果を実証しています。

　当グループでは、日本における最大のインシデント（注1）で
あり、特に被害を拡大させる地震に着目し、被害軽減に効果を
発揮する建物と非構造部材（注2）の耐震診断などの高い技術力
や信用をお客さまの事業継続に役立てていきます。

　また、災害時に事業継続するための環境として、電力やネッ
トワーク環境を確保したバックアップオフィスや、初動・復旧
対応に向けた情報収集や指示命令をコントロールするための災
害対策室の構築などを支援していきます。

100年BCP®

日本の電気通信を100年以上にわたって支えてきた実績で培ってきたノウハウを活かし、BCP策定、
ファシリティリスク対策により、お客さまの事業継続を支援しています。

BCP策定とファシリティリスク対策を支援する

概要・経緯

目的・効果

今後の展開

方針・戦略策定 対策 トレーニング・
オペレーションBCP策定

BCPサイクル

事業継続方針の
策定

重要サービス・
活動の選定

現状業務の把握

事業継続戦略の
策定 BCPの策定

対策の実施、
運用・改善リソース分析

・計画策定方針
・計画の対象範囲
・推進体制の構築

・目標復旧時間
・リスク対策方針

①リスク対策の実施
　・減災・早期復旧
②実効性を高める運用
　・トレーニング
　・BCPマニュアルの見直し

・各組織のサービス棚卸し
・サービスの重要度評価
・重要業務のリソース評価
・サービス停止影響度評価

事業影響度分析

リスクアセスメント

BCP策定から具体的な減災対策など、お客さまが災害に直面した場合も事業継続できる環境整備をトータルにサポート
させていただきます。

関連ホームページ
http://www.ntt-f.co.jp/service/bcp_cor/index.html（商品・サービス紹介）

内本和浩　BCPビジネス本部　ソリューショングループ担 当 者 か ら

■コンサルティング事例

■バックアップオフィスのサービス形態 ■バックアップオフィスの構築例　　　

バックアップオフィス 非常用発電機

用語解説
（注1）インシデント
重大な事故につながる可能性がある出来事。

（注2）非構造部材
建物に付属する天井・外壁・ガラス等や、設置されている設備機器・家具・
什器など建物の構造体以外の部材。
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事
業
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等

バックアップオフィス
設備一式

当社

〈仲介〉
賃貸契約

バックアップオフィス
利用契約

（月額利用料金）

「100 年 BCP」が
お客さまの事業継続力向上をお手伝いします。

企業活動
BCP導入
BCP未導入

100%

0%

緊急
事態

操
業
率

時間

減災
対策 初動・復旧

対策

事業継続力向上のポイント
初動・復旧対策と
それを支える減災対策を
バランスよく、
戦略的に実施することが
重要です。

減災対策

地震対策
ソリューション
地震対策

ソリューション

停電対策
ソリューション
停電対策

ソリューション

雷害対策
ソリューション
雷害対策

ソリューション

BCP策定
コンサルティング
BCP策定

コンサルティング

バックアップオフィス
サービス

バックアップオフィス
サービス

訓練支援
サービス
訓練支援
サービス

初動・復旧対策
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企業の省エネルギー管理ツールとして、階層別のエネルギー管理、
見える化を実現します。ASPサービスのため、設備投資は不要です。

ノンストップ・ノンダウン ソリューション

省エネ・省CO2 ソリューション

ビル業務フルサポート ソリューション

電源トラブルに強いビル運営を実現

通信ビルの保守・管理の実績に基づいた日常保守と電源バック
アップなどにより、電源トラブルに強いビル運営を実現します。

ビルの省エネ・省 CO2 を実現

改正省エネ法への対応をはじめ、ビルの消費エネルギー評価・
分析によりお客さまのビルに最適な施策を実施し、将来を見
据えた省エネ・省 CO2 を実現します。

ビル運営に必要なすべての業務をワンストップで提供

ビル設備の保守から協力会社との連携、必要資格業務の代行ま
で、ビル運用に関わる業務をサポートします。

　電源・空調の保守や建物維持管理
などのビルマネジメント全体を、法
令、予防保全、緊急時の対応、省エ
ネなどの視点からバランスのとれた
項目を、専門スタッフがプロフェッ
ショナルに診断します。

　京都議定書が発効されてから、政府・自治体のCO2削減に向
けた動きが加速し、省エネ法・温対法だけでなく、東京都や埼
玉県などで自治体独自の条例が次々と制定されています。これ
にともない規制範囲が大幅に拡大し、包括的なカーボンマネジ
メントが企業に求められています。

　こうした状況を受け、NTTファシリティーズは環境経営に関
するコンサルティングサービスを提供しているグリーンコンサ
ルティングチームを中心に、グループ企業であるエヌ・ティ・
ティ ジーピー・エコ株式会社と連携して、お客さまの環境に
対するさまざまなご要望に対応していきます。

　多様で専門的な環境への取り組みを包括的に支援するトータ
ルコーディネートによって、お客さまのCO2削減目標達成と企
業価値向上のための最適なソリューションを提案します。当社
ではエネルギー管理・省エネ法対応支援ツールとして、「Energy 

index®」を開発しました。煩雑で時間のかかるエネルギーデー
タの集計業務を簡略化し、組織・各事業所の“エネルギーの見
える化”や事業所間比較、目標値設定ができ、企業の省エネ活
動推進ツールとしても活用できます。　

　2011年3月11日に発生した東日本大震災を発端として電
力需給が極めて困難になり、企業はより一層の省エネ・節電へ
の取り組みを求められています。確実な省エネ・節電を実施す
るためには、エネルギーの「見える化」が必須です。NTTファ

シリティーズでは、さまざまな「見える化」ソリューションと、
「IT×エネルギー×建築」を融合した統合ファシリティサービ
スの強みを活かし、お客さまの節電・省エネを支援していきま
す。

　金融機関をはじめ、通信、放送、
研究・教育施設など、「ノンストップ・
ノンダウン」であることが絶対的に
要求される基幹システムを持つ高機
能ビル診断、マネジメントを総合的
に判定し、サポートします。

　ビルマネジメント診断を切り口にお客さまへアプローチし、
高機能ビルの強みを発揮、弱みを補うマネジメントを提案して
いきます。高機能ビルのマネジメント経験・ノウハウを活かし、

「電源トラブルに強いビル」×「省エネ・省CO2」×「ビル運
用業務のサポート」を実現することにより、「お客様から最も
信頼されるパートナー」をめざします。

高機能ビルマネジメント グリーンコンサルティング
サーバルームやセキュリティシステム、無瞬断電源システムなどを擁する高機能ビルの維持管理から
ライフサイクルコストの管理までをフルサポートします。

日本の電気通信を100年以上にわたって支えてきた実績で培ってきたノウハウを活かし、
法令対応やCO2排出量削減など、複雑化する環境問題への対応を専門力でトータルにサポートします。

24時間365日、守り抜く知恵と力 地球環境と企業経営のより良い未来へ

グリーンコンサルティングの提供を通して、お客さまのエネルギーマネジメントとコンプライアンスを両輪とした環境経
営を実現させるとともに、喫緊課題である節電対策をサポートしていきます。

関連ホームページ
http://www.ntt-f.co.jp/service/green_consulting/（商品・サービス紹介）

ビルマネジメント診断で、お客さまはビルの“強み”・“弱み”がわかり、当社はデータベースの蓄積につながるという相
互メリットがあります。Win−Winの関係で高機能ビルマネジメントの拡大をめざします。

関連ホームページ
http://www.ntt-f.co.jp/service/bmanage_cor/（商品・サービス紹介）

http://ps.nikkei.co.jp/nttf/vol03/index.html（記事広告・福島敦子対談）

小田康雄　営業本部　ソリューションビジネス部冨樫幸司　高機能ビルマネジメントPT　業務運営部門 担 当 者 か ら担 当 者 か ら

概要・経緯 概要・経緯

目的・効果
目的・効果

今後の展開

今後の展開

■「Energy index®」の概要

ビルマネジメント診断のフロー

お客さま要求条件

報告書、作業記録

実機、図面確認

お客さま

診断実施（半日～1日）

NTTファシリティーズ

建物・設備状態把握

実施状況を確認

お客さま要望、要求条件
契約内容整合性を確認

お客さまビルの強み・
弱みを「見える化」
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　環境負荷や環境リスクの低減などに向けた取り組みをグルー
プ横断的なものとし、より実行性を高めかつ効果的な活動を推
進していくため、社内委員会の一つに副社長を委員長とする「地
球環境保護推進委員会」を設置しています。

　委員会では、地球環境保護基本理念・基本方針の策定・見直
しや環境負荷低減活動などの年度別目標を明示した「環境保護
推進アクションプログラム」を策定するとともに、継続的・発
展的な活動内容を決定し、取り組みの推進につなげています。

　地球環境保護推進委員会で決定する「環境保護推進アクショ
ンプログラム」では、事業活動にともなう環境負荷の低減と、
当グループの環境・エネルギー事業により、社会全体の環境負

荷低減に貢献するため、対策項目ごとの活動内容と目標を設定
し、全社員が一丸となって取り組みを進めています。

　当グループは、本社（株式会社NTTファシリティーズ中
央組織の一部を含む）、地域会社およびグループ会社単位で
ISO14001の認証を取得し、各種法規制の順守やCO2排出量
の削減などに取り組んでいるとともに、環境マネジメントシス
テムの強化と、取り組みの充実・発展に向け、内部監査員養成
研修（ 2010年度資格取得者は18名）の実施による監査員の

拡大などに取り組んでいます。
　また、2010年度末における当グループの社員カバー率（役
員・社員・退職再雇用者・契約社員）は74％となっており、
2012年度から、各地域会社で認証取得しているISO14001
について、NTTファシリティーズ本社グループへの統合を計画
しています。

　毎年、日本経済新聞社は、調査票をもとに企業の環境対策を評
価し、環境経営への取り組みが優れている企業のランキングを発
表（例年12月3日、2010年は2011年1月30日）しています。
　2010年のランキング評価は、環境経営推進体制、汚染対策・
生物多様性対応、資源循環、温暖化対策の4項目となり、当グルー

プのランキングは、非製造業「通信・サービス部門」で第3位と
なりました。当グループはこれまで、資源循環対策の強化として、
一般および産業廃棄物のリサイクル率の向上と有償売却の拡大を
重点に取り組んできており、今後はさらに「水資源循環」対策に
ついて、使用量把握などに取り組んでいきます。

環境マネジメント
「環境ビジネスを先導する企業」として、効果的な環境マネジメント体制のもと、
環境負荷や環境リスクの低減など、環境問題の防止と解決に向け積極的に取り組んでいます。

環境保護推進体制

地球環境保護基本理念

2010年度環境保護推進アクションプログラム

ISO14001認証取得による環境マネジメント

第14回環境経営度指標ランキング

　2010年度の1人当たりの事務用紙使用量は、モニタ導入に
よる打合せ資料のペーパレス化、複合コピー機へのIC認証装置
の導入拡大などに取り組んだ結果、目標8,800枚/人に対し、
8,525枚/人となり目標を達成しました。

■電気使用量の削減
　2010年度の1人当たりの電気使用量は、パソコンディス
プレイの自動電源OFF設定など、待機電力の削減を中心に取
り組み、目標1,782kWh/人に対し、1,755kWh/人となり、
2003年度以降連続しての目標達成となりました。

■オフィス内排出廃棄物
　2010年度の1人当たりの廃棄物排出量は73.0kg/人とな
り、目標79kg/人を達成しました。今後も4R運動（リフューズ、
リデュース、リユース、リサイクル）　の推進により、総排出
量の削減と最終処分量の低減に取り組んでいきます。

事務用紙の削減

温暖化防止

廃棄物対策

環境負荷低減活動の成果
「2010年度環境保護推進アクションプログラム」で定めた自社の環境負荷低減目標の達成に向け、
各種施策に積極的に取り組んでいます。
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■主要8ビル　社員1人当たりの廃棄物排出量の推移

■1人当たりの事務用紙使用量の推移

■主要8ビル　社員1人当たりの電気使用量の推移

■売上高当たりのCO2排出量の推移

▲

低公害車導入状況

▲

低公害車導入の推移

認定外
329台

ハイブリッド車66台
天然ガス車7台 電気自動車

1台

低公害車＊658台
（67％）

燃費基準達成車かつ
低排出ガス認定車

584台
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＊低公害車の範囲は、低公害車導入ガイドライン（2011年改定）に基づき、
電気自動車、ハイブリッド自動車、その他自動車は、低燃費かつ低排出ガ
ス認定車（注）とします。

（注）改正省エネ法による重量車（トラック、バス等）のトップランナー基準（2015年度目標）、

乗用車・小型バス・小型貨物車の新燃費基準（ 2015年度目標）達成車、または、2010年度

基準＋10％達成車とする。

■社用車使用にともなうCO2排出量の削減
　社用車使用にともなうCO2排出量は、目標0.919tCO2/億
円に対し0.977t-CO2/億円となり、目標達成には至りません
でしたが、低公害車の導入は着実に進んでいます。

「NTTファシリティーズグループ地球環境保護基本理念」は、社会的な意識の高まりに応えていくため、2010年11月、基本方針
に「生物多様性の保全」に関する項目を追加する改定を行いました。

1． 地球環境保護に寄与するファシリティサービスの提供
当社が培ってきた研究開発力、技術力、ノウハウを社
会に提供し、地球環境保護に貢献します。

2． 企業責任の遂行
全社的な環境マネジメントシステムの構築により自主
的な環境保護に取り組み、環境汚染の未然防止と環境
リスク低減の推進を図ります。

3． 社会活動への参画・支援
企業の社会貢献として、地域住民、行政等と連携した、日常的
な環境保護活動への参画・支援を行うとともに、CSR報告書の
公開により社内外とのコミュニケーションを図ります。

4． 生物多様性の保全（2010年11月追加）
生物多様性と事業との関わりを把握し、生物多様性を将来世代
に引き継ぐために取り組みを推進します。

基本方針

NTTファシリティーズグループは、『地球環境を考えた統合ファシリティサービスでお客様から最も信頼されるパートナーとなる』と
の企業ビジョンに基づき、人類が自然と調和し、未来にわたり安心・安全で豊かな社会の実現のため、地球環境の保護に向けてグルー
プを挙げて取り組んでいきます。
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生物多様性の保全に関する行動指針

2020年度末に向けた環境目標
低炭素社会の実現、循環型社会の形成、生物多様性の保全を取り組むべき3つの環境テーマとしてとらえ、
2020年度末に向けて「Green of ファシリティーズ」、「Green by ファシリティーズ」、

「Green with Team NTT」の3つのアクションで地球環境保護の取り組みを推進していきます。

　NTTファシリティーズグループは、2011年3月、生物多様性に配慮した活動の推進に向け、その具体的行動の基本を明示した「生物
多様性の保全に関する行動指針」を制定しました。

循環型社会の形成
～資源の有効活用への取り組み～

■オフィス廃棄物の削減
■事務用紙使用量の削減

生物多様性の保全
～生物多様性に配慮した活動の推進～

■事業活動を軸とした展開
■社会への貢献を軸とした展開

低炭素社会の実現
～地球温暖化防止への取り組み～

■自社のCO2削減【Green ofファシリティーズ】
■社会全体のCO2削減【Green byファシリティーズ】

①Green of ファシリティーズ
　自らの事業活動における環境負荷の低減
②Green by ファシリティーズ
　統合ファシリティサービスの提供により
　お客さまと社会の環境負荷低減に貢献
③Green with Team NTT
　社員一人ひとりが職場、家庭、地域社会と
　一体となってエコ活動を実践

2020年度に向けた
環境目標の実現に向けて、
3つのアクションを推進

■NTTファシリティーズグループ「2020年度末に向けた環境目標」

2011年度以降の環境保護施策と目標を定めた「環境保護推進アクションプログラム」を設定し、中長期的な視野で地球環境保護
に取り組んでいきます。

2011年度以降の環境課題と目標

■環境保護推進アクションプログラム（2011〜2015年度）

CO2 排出量
の削減 社用車使用

起因CO2

電力使用
起因CO2

オフィス内排出廃棄物

事務用紙使用量の節減

総排出量
9,778（単位：t-CO2）

市町村等イベント参加2回 /年

年１回発行

自主的プログラム企画・実施
1回 /年

市町村等イベント参加2回 /年

年１回発行

自主的プログラム企画・実施
1回 /年

最終処分率
2.3（単位：％）

1人当たり使用量
8,525（単位 : 枚 / 人）

─

・法規制順守
→産業廃棄物の適正処理
　（自社資産）
→中間処理委託状況現地確認
　本社・中央、各地域会社で
　年1回以上
・環境教育の実施
・事業と一体のEMS運用

省エネ性能ガイドラインの
追補制定とグリーン購入の推進

総排出量
2,374（単位：t-CO2）

低炭素
社会の
実現

循環型
社会の
形成

生物多様性の保全

EMSの構築と運用

グリーン購入の推進

対策項目

同左

同左

同左

同左

同左

7,200

2.1

2,165

9,104

2015年度
目標

同左

同左

同左

同左

同左

7,400

2.1

2,207

9,238

2014年度
目標

同左

同左

同左

同左

同左

7,600

2.2

2,248

9,373

2013年度
目標

同左

同左同左同左同左

同左同左同左同左

同左

同左

同左

同左

7,800

2.2

2,290

9,508

2012年度
目標

環境保護
社会活動
への参画
と支援

環境ボランティア活動の
実施（本社・F中央、
他6地域会社）

ＣＳＲ報告書発行

2010年度実績

総排出量
9,643（単位：t-CO2）

最終処分率
2.25（単位 :%）

1人当たり使用量
８,０００（単位：枚／人）

・事業活動と生物多様性との共生
・社会貢献としての自然環境保護
　1件 /年

・法規制順守
→産業廃棄物の適正処理
　（自社資産）
→中間処理委託状況現地確認
　本社・中央、各地域会社で
　年1回以上
・環境教育の実施
・事業と一体のEMS運用

省エネ性能ガイドラインの
適時改定とグリーン購入の推進

環境貢献と売上拡大環境･エネルギー事業の推進 同左同左同左同左環境貢献と売上拡大

総排出量
2,332（単位：t-CO2）

2011年度目標

同左同左同左同左

注）赤字は2011年度以降の新規目標、青字は2010年度実績見込み値 （目標なし）

　NTTファシリティーズグループは、環境ビジネスを先導する企業として「生物多様性の保全」に向けた取り組みを、全社を挙げて
推進していきます。

　山梨県北杜市における「大規模電力供給用太陽光発電系統安
定化等実証研究」の発電設備構築前に発見した山梨県レッド
データブック要注目種の「カヤネズミ」。設備の構築によりカ
ヤネズミの生息区域の分断・孤立を防ぐため、2008年に「ア
ニマルパスウェイ」を設置しました。
　実証実験が終わる2010年度に、設備構築前後でのカヤネズ
ミなどの生息状況を調査した結果、パスウェイの出口付近など
でカヤネズミの姿を発見し、生息区域保護の取り組みの成果を
確認しました。この取り組みを通じて、設備構築前における動
植物の生息調査の必要性を改めて実感したところです。
　今後も設備等の構築に当たっては、設備が動植物などに与え

る影響を十分考慮し、大規模太陽光発電が自然環境と共生でき
るよう、生物多様性保全に取り組んでいきます。

　高知県レッドデータブックで絶滅危惧Ⅱ種に指定されている
貴重な植物、「ウマノスズクサ」が群生する野原に、この草を
食べ羽化する黒い蝶「ジャコウアゲハ」の楽園があります。
　NTTファシリティーズは、2008年、この区域の土地売買契
約に関わる仲介業務を受託し、その際、住民の要望に即した農
道付替え工事を実施していました。このとき偶然に、蝶の観察
に訪れていた蝶愛好家から貴重植物などの生息情報を伺い、地
権者や地域住民など、皆さまにご理解をいただいたうえで、工
事の一旦中止と計画を見直し、ウマノスズクサとジャコウアゲ
ハの生息保護に取り組みました。
　2010年7月、ここを再訪された蝶愛好家から、この区域が
企業の事業用途に整備されているとの連絡があり、地権者や以

前保護に参加した
地元植物園の方な
どと、過去の経緯
を踏まえた今後の
対応を相談し、再
度の保護に取り組
み、ほぼ以前の生
息状況を取り戻す
こ と が で き ま し
た。
　これも、地権者である企業の生物多様性の保全に対するご理
解と、関係者皆さまの多大なご協力による成果でした。

生物多様性の保全
「環境ビジネスを先導する企業」として、社会的な意識の高まりに応える生物多様性保全の取り組みを
推進していきます。

生物多様性保全の行動指針

要注目種「カヤネズミ」保護の取り組み

ウマノスズクサとジャコウアゲハの楽園保護

■事業活動を軸とした展開
　あらゆる活動が地球上でつながり生物多様性と関わりが深いこと
を認識し、国内外における事業活動の範囲とその影響を把握するこ
とにより、保全効果が認められる取り組みを継続的に推進します。

■社会への貢献を軸とした展開
　事業との関連性にとらわれず、広く生物多様性の保全に向けた取
り組みを幅広いステークホルダーの皆さまとともに推進し、その成
果を情報公開していきます。

　実行状況やその結果を点検し、成果と課題を抽出する。課題を解決
し、より良い取り組みとするために、手法や計画等を見直す。

・外部ステークホルダーとの連携による生物多様性保全状況の情報収
集

・情報収集に基づく生物多様性保全の実行

（1）基本方針

（3）取り組みの点検、成果と課題の抽出等

（2）取り組みの実行

山梨県レッドデータブック要注目種“日本で一番小さなネズミ”「カヤネズミ」

ウマノスズクサについたジャコウアゲハのさなぎ
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事故撲滅対策会議

現場視察 作業手順書に基づいた作業実施の様子

　NTTファシリティーズは、2010年9月8日に、東京湾北部
地震（震度6強、マグニチュード7.3）の発生を想定し、「初動体
制の確立」を目的とした実践型の防災演習を、本社対策本部、
東日本オペレーションセンタ、西日本オペレーションセンタ、
カスタマセンタ、および被災想定地である東京事業部と、支援
本部として西日本本部の計6拠点で実施しました。
　緊急呼出システムの活用による本部への駆け付け、TV会議
システム・設備監視システムの活用による情報連絡体制の早期
確立・情報収集を実施したほか、災害対策本部員が段階的に本
部に参集することによって、現実に即した緊急駆け付けの演習
を実施しました。
　また、災害対策本部設置後は、本部長である社長の指揮のも
と、情報班、設備班を中心に情報の収集・分析、応急復旧対策
を策定。実動演習では、被災想定ビルの電力設備および建物等
の被害状況を確認し、停電ビルへの給電のため、実際に移動電
源車を出動させるなどの応急措置が円滑・迅速に行われること
を確認しました。
　しかし、本年発生した東日本大震災のような大規模な災害で
は、想定を超えた混乱が数々発生します。今後も、実際の災害
場面をできるだけ多く想定し、繰り返し演習を行うことで、災
害対策の取り組みを習熟・定着させていきます。

　NTTファシリティーズは、ビルの床上における地震時の揺
れを対象にした振動試験と耐震評価技術によって、情報通信機
器の耐震性確保への貢献に取り組んでいます。
　2010年6月には、世界で初めて最大振動変位±110㎝ま
で再現できる3次元振動試験システム「DUAL FORCE」を開
発し、運用を開始しました。
　通常、通信機器の耐震性の検討・評価は、振動台に機器をセッ
トして人工的な地震を起こして実施しますが、巨大地震による
長周期地震動を受けた際の超高層ビルや免震ビルの床上におけ
る揺れは大きな振動変位になるため、従来の振動台では揺れを
再現できませんでした。
　しかし、本システムでは、30〜 50階の超高層ビルにおけ
る大きな揺れを再現した振動試験が可能で、さらに巨大地震に
よる長周期の揺れから環境・輸送振動といった短周期の揺れま

であらゆる揺れを再
現できるため、ICT
装置や各種重要設備
の耐震性の検討・評
価ができるようにな
りました。
　東日本大震災以降
は、震災で見受けら
れた2次部材や設備
機器の被害から、こ
れらの耐震対策評価や技術開発を研究テーマに盛り込んでいま
す。今後も、本システムを用いて巨大地震に対する機器の挙動
や損傷要因を解明し、ICT装置や各種設備の先進的な耐震対策
技術の開発を進めていきます。

　人身事故・人為事故撲滅に向けた取り組みの一環として、副
社長をリーダーとする「事故撲滅ワーキンググループ」を発足
しました。事故撲滅施策を展開するとともに、想定外作業にお
ける事故発生プロセス、手順書等の全社共通方針の策定などを
検討し、これを全社・全職場に浸透させることで、抜本的な安
全品質の確立をめざしています。さらにこれらの取り組みを組
織横断的に展開するとともに、現場からのボトムアップ活動の
推進により、NTTファシリティーズ社員はもちろん、協力会社
とも一体となった安全マインドの醸成を継続的に推進していき
ます。

　2010年8月11日に発生したNTT東日本 綱島ビルの電源設
備故障のような特異故障が発生した場合の、安全かつ確実な故
障探索、また迅速な仮設ケーブルの敷設作業等を実機演習によ
り体得し、復旧に要する時間や工程の把握および故障対応力・

現場統制力を強化するため、NTT京阪高宮ビルにおいて、特異
故障災害復旧演習を全国の保全管理者59名に対し実施しまし
た。

設備の高い安定性と信頼性の確保 災害・防災対策
NTTファシリティーズグループは、人身事故・人為事故の撲滅に向けた取り組みや、
設備事故防止・保全に向けた現場力向上をめざすことで、設備の高い安定性と信頼性の確保に努めています。

NTTファシリティーズグループでは、大規模災害への迅速な対応をめざした防災演習や通信機器の耐震性能を
評価・検証をすることで、社会機能の維持に関わる事業継続を図っています。

耐震性能の評価・検証システムの運用開始

事故撲滅ワーキンググループ／プロジェクトチームの発足

特異故障災害復旧演習

危機管理体制強化に向けた、
実践型「防災演習」を実施

■復旧演習の概要と流れ

    

3 次元振動試験システム「DUAL FORCE」
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＊1　NGN（次世代ネットワーク：Next Generation Network）
＊2　FMACS（高効率年間冷房型空調機：

Facilities Multi-unit Air Conditioning System）
＊3　ITU−T（国際電気通信連合　電気通信標準化部門）
＊4　HVDC（高電圧直流給電方式：Higher Voltage Direct Current）

　お客さまに高いご満足をいただくためには、まずグループ全
体が「お客様満足度向上」をめざした活動を進める必要があり
ます。当グループでは、日頃、お客さまから承ったご意見・ご
要望などを社内イントラネットによって、全社員で共有し、CS

（お客様満足度）向上に反映しています。また、社員のCSマイ
ンドおよびモチベーションの向上策として社内誌へのCS記事
掲載、社員向けCSマガジンの発行、ポスターの掲出、CSセミ
ナーの開催、CS社長表彰などを実施しています。

　吸排気方向が複雑な装置は、熱溜りの発生などで適切な温
熱環境を維持できず、空調の効率的な運用に影響を与えるた
め、周辺装置に合わせて吸排気方向を適正化しました。また、
FMACS＊2空調機は運用実態に即して設定変更を行い、一層の

効率的運用を実現しました。吸排気方向の適正化から温熱環境
が2〜 3℃改善され、空調設定温度を緩和する（上げる）こと
が可能となりました。本検証からの試算では、空調用消費電力
約4〜 6％低減に相当する結果が得られました。

　当社が提供したサービス、納品したシステム・商品について、
お客さまから評価をしていただき、より一層、満足していただ

けるシステム・商品の開発およびサービスの改善に取り組むた
めに実施しています。

　社員のCSマインド醸成への取り組みとして、お客さ
まの期待を上回る成果によりCSを大きく向上させたグ
ループなど、4案件が社長表彰に選ばれました。

　ICT装置の冷却効率の改善や高効率な空調の運用を目的に、
NTT環境エネルギー研究所と協力・連携して、さらなる改善
に取り組んでいます。本取り組みの一部は、データセンターに
おける省エネを実現する優良事例として、ITU−T（SG5）に

提案されました。今後も、空調の効率的な運用方法の提案およ
び空調機の高度化を継続的に進め、未来に向けたICTサービス
の発展に寄与していきます。

　次世代のICTサービスのバックアップ電源向け大容量リチウ
ムイオン電池を開発しました。これは従来の鉛蓄電池と比較し
て約3倍のエネルギー密度を有しており、電池システムの設置
スペースを半分程度にまで削減することができます。また、屋
内での定置使用や寿命を迎えた蓄電池の交換コストの低減を考
慮して、難燃化技術と長寿命化技術を適用した高安全・長寿命
のリチウムイオン蓄電池としました。
　さらに、蓄電池状態を常時自動で制御し、それをリモート監
視できる専用のバッテリーマネジメントシステムも開発し、鉛
蓄電池システムと同等の高信頼な保守運用が可能となりまし
た。将来は、給電システムの高信頼、高効率、省コスト化に向
けたHVDC＊4への適用も視野に入れています。

　企業ビジョンのめざす姿「地球環境を考えた統合ファシリ
ティサービスでお客様から最も信頼されるパートナーとなる」
ことを第一に、お客さまの期待に応えられるよう、CS行動理
念（右表）に基づき高い信頼性、安全性、迅速性、多様性、柔
軟性を追求し、行動しています。

　NGNの普及により増加が予想される消費電力の抑制と環境
負荷低減のために、空調用の消費電力の削減に取り組んでいま
す。NGNでは吸排気方向が複雑な装置や発熱量の大きな装置
があり、適切な温熱環境が維持できないことがあります。そ

こで当グループは、NTT情報流通基盤総合研究所との協力によ
り、空調の運用改善や高効率空調機の開発を行い、これらの問
題の解決を図っています。

社内への活動促進

優良事例としてITU−T＊3（SG5）に提案

空調用消費電力を約4〜6％低減

お客さまへのアンケート

社員のCSマインド醸成への取り組み

ユビキタス社会の実現に向けて お客さまとの関わり
NTTファシリティーズグループは、NTTグループが創造するブロードバンド・ユビキタス社会の実現に向けた
取り組みの推進に対し、豊富な経験と確かな技術力で高信頼・高品質のファシリティサービスを提供しています。

NTTファシリティーズグループは、お客さまの満足を第一に考え、最良のソリューション・サービス・商品の
提供をめざしています。

リチウムイオン電池の開発

「お客様満足度向上」の行動理念NGN＊1（次世代ネットワーク）装置収容機械室における
空調用電力削減に向けた取り組み

大容量リチウムイオン電池システム

制御ユニット（BCU）

行動理念
私たちは、「お客様の声」に耳を傾けます。お客様から
の信頼と感動のため、すべての声を真摯に受け止めます。

私たちは、「お客様の立場」で考えます。お客様の立場
に立ち、お客様の期待に応える新たな価値を創造します。

私たちは、「お客様の満足」を第一に行動します。お客
様へ「誠実・迅速・わかりやすさ」を原則に、「お客様
満足」を第一に行動します。

1

2

3

総合満足度は87.6ポイントと「やや満足〜大変満足」の範
囲内で前年度と比較し0.8ポイント向上しました。引き続き、
サービス品質の向上に努め、さらなるCS向上をめざします。

総合満足度は82.2ポイントと「やや満足〜大変満足」の範
囲内ですが、前年度と比較し3.2ポイント低下しました。
特に対応スピードが低下していることから、社内実施体制の
充実強化を図るなど、さらなるCS向上をめざします。

【一般市場】 【NTTグループ】

＊2010年4月〜 2011年3月に対象ユーザさま2,926のうち1,186
ユーザさまへ実施し、552ユーザさまより回収＜3月末＞（回収率
46.5％）

＊2011年2月に対象ユーザさま621のうち511ユーザさまへ実施
し、365ユーザさまより回収＜3月末＞（回収率71.4％）
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人権啓発

情報セキュリティの取り組み

企業倫理

NTTファシリティーズグループは、「NTTファシリティーズグループ人権に関する基本方針」のもと、同和問題を
はじめとする人権問題の解決を最重要課題と位置づけ、あらゆる差別を許さない企業体質の確立をめざしています。

常に安心・安全なサービスを提供し続け、お客さまから最も信頼されるパートナーとなる企業として、お客さまの個人情報を
含むすべての情報に対する情報セキュリティの維持・向上に努め、ブロードバンド・ユビキタス社会の健全な発展に貢献します。

NTTファシリティーズグループは、「NTTグループ企業倫理憲章」に基づき、
役員および社員が高い倫理観を持って事業を運営し、不正・不祥事のない企業風土づくりに努めています。

　企業倫理の徹底と強化に向けた取り組みを審議・決定するこ
とを目的に、副社長を委員長とした企業倫理委員会を設置して
います。企業倫理委員会は、原則として年2回定期開催するほ

か、社員から不正行為等の申告・相談があった事案について、
事実関係の調査・究明に当たります。

　人権問題に関する正しい理解と認識を深め、差別のない明る
く働きやすい職場環境と企業風土を確立するため、副社長を委
員長とした人権啓発推進委員会を設置しています。また、人権
問題の未然防止、発生時の迅速かつ的確な対応を徹底するため、
各組織に人権啓発推進責任者等を配置し、あらゆる差別を「し
ない。させない。」という強い信念のもと、人権意識の定着と
浸透を図っています。

　不正・不祥事の未然防止のみでなく、早期に問題の顕在化を
図り迅速に対処することを目的として、「企業倫理ヘルプライ
ン」を設置しています。また、NTTグループの横断的な窓口と
して弁護士による社外相談窓口を活用し、当グループ内のほか、
取引先等社外からの相談も受け付けています。
　これらの周知は、社内誌や社内HP等のほか、「職場の悩み
110番（セクハラ・パワハラ・人権問題等）」、「カウンセリン
グセンタ（人間関係、家庭、仕事等）」の相談窓口すべての連
絡先を記載した携帯カードを作成し、全社員に配付しています。

　セクハラ・パワハラをはじめ、あらゆる人権問題についての
社内相談窓口と、社外相談窓口として「職場の悩み110番」も
併せて設置し、相談受付体制の充実を図っています。また、相
談窓口の連絡先は、社内誌や社内HP等に掲載し周知しているほ
か、連絡番号を記載した携帯カードを配付し、社員がいつでも
どこからでも相談できるよう配慮しているとともに、プライバ
シーの保護に十分留意し、迅速かつ公平な対応を行っています。

　2006年度から本社・全国各エリアの事業本部長・県域支
店長等を対象に、不正・不祥事・人為的ミスによるインシデン
ト等の未然防止と、企業倫理に関する社員アンケート結果を踏
まえた取り組みの理解・浸透を主な目的とするCSRキャラバ
ンを実施しています。また、日本経団連の企業倫理月間に合わ
せ、10月を「企業倫理推進月間」に設定し、社内誌や社内HP

を通じて、企業倫理の重要性や緊急メッセージを発信し、社員
の企業倫理観のさらなる向上を図っています。
　さらに1月から2月にかけて、全社員が企業倫理などについ
て、わかりやすく理解できるよう事例をあげて、何が不正・不
祥事に当たるのかをクイズ形式で学ぶ「企業倫理eラーニング」
も実施しています。

　当グループが取得・保有する会社情報を適正に管理するため
の審議・報告・決定を目的に、副社長を委員長、CSR推進室長
を副委員長とした情報セキュリティマネジメント委員会を設置
し、年2回の定期開催のほか、重要な事項が生じた場合は、臨
時委員会を開催し、情報管理の徹底した運用に努めています。

　情報セキュリティインシデント等の撲滅をめざし、社員の基
本動作の徹底を図る観点から、毎年7月を「情報セキュリティ
強化月間」と定め、各種啓発活動を実施しています。
　また、会社情報等の流出防止対策として当グループの役員を
含め全社員の自宅PC等を対象に情報漏洩防止対策ソフトによ
る一斉点検を実施し、情報漏洩防止に努めています。

　情報セキュリティを含めたCSR意識の浸透を図る活動とし
てCSR標語・ポスター等を募集しており、応募作の中から選
出された優秀作品を活用したスクリーンセーバーを作成し、全
社員の業務用端末にインストールし、CSRに対する意識の定着
化を図っています。

　法務省と全国人権擁護委員連絡会は、世界人
権宣言が採択された12月10日を最終日とす
る1週間を「人権週間」と定めています。当グ
ループとしても、人権週間を捉えて、社員やそ
の家族を対象に人権問題を再認識するきっかけ
づくりとして、CSR標語・ポスター・作文を募
集し、優秀作品を表彰するとともに、東京人権
企業連合会の「人権啓発標語」への応募作品と
することにより、社員等への人権意識の向上に
つなげています。
　また、新入社員から幹部層までの階層別研修
には、人権問題の正しい理解と認識を深めるた
めのカリキュラムを設定するとともに、各組織
に配置している人権啓発推進責任者等を対象と
した研修も実施しています。

　情報セキュリティに対する社会的要請に応えるため、2006
〜2007年度にISMSの国際規格（ISO27001）の認証を本社・
各ブロック支店および地域会社7社で取得し、東京、愛知、大阪、
広島の各事業部にも拡大しました。また、グループ会社3社も
認証を取得し、当グループ全社で情報セキュリティの維持・向
上に取リ組んでいます。

企業倫理推進体制

人権啓発推進体制

企業倫理相談受付体制の充実

人権受付体制の充実

企業倫理観の向上施策

情報セキュリティマネジメント委員会

情報セキュリティ強化月間

情報セキュリティスクリーンセーバー

人権意識の向上施策

ISMS国際規格「ISO／IEC27001：2005／JIS Q27001：2006」の認証取得

NTTファシリティーズおよび地域会社7社※ 2007年3月9日登録

NTTインテリジェント企画開発 2005年9月29日登録

NTTファシリティーズ総合研究所 2007年3月16日登録

NTTファシリティーズFMアシスト 2007年9月14日登録

※本社一部組織と県域支店を除く

ポスター最優秀作品

携帯カード

【ポスター】最優秀賞「笑顔いっぱい　明日へつなぐ」
【標　　語】最優秀賞
「しない させない 見逃さない 差別を生み出す『しらんぷり』」
「笑顔、挨拶、思いやり、相手を気遣う気持ちから」
【作　　文】最優秀賞「爺じいも孫と一緒の淋しがりや」
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　甚大な被害をもたらした東日本大震災。これは図らずも重
要なインフラである「通信を止めない」というNTTファシリ
ティーズグループの使命が、社会から求められる要請、役割の
一つであることをあらためて認識する機会となりました。

　CSR報告書では今回の震災対応、事業活動を通じた環境・
社会貢献活動を中心に特集を組み、当グループのCSR活動の
4本柱である「企業倫理」「情報セキュリティ」「環境保護」「人
権啓発」をステークホルダーの皆さまになるべく分かりやすく

伝えることを考え作成しました。

　大石様からご指摘いただいた太陽光発電普及にあたっての提
言や提案、海外労働環境等も考慮した「人権」、社外とのコミュ
ニケーションづくり、事業活動への反映については、従来から
の取り組みを継続しつつ、さらに発展できるよう活動の見直し
を行い、環境・社会貢献活動を一層推進させ、その取り組みを
CSR報告書などを通じてステークホルダーの皆さまにお伝え
していきます。

　NTTファシリティーズという会社を最初に知ったのは、サ
ツマイモの水耕栽培による屋上緑化システム「グリーンポテト」
がキッカケでした。緑化による断熱効果と同時に、実も食べら
れることに大変興味を持ちました。その後、環境イベントや勉
強会に参加し、本グループの環境活動に直接触れる機会を得た
ご縁で、第三者としてのコメントをお引き受けしました。

■震災対応から見えたもの
　起きてほしくはなかった震災ですが、NTTファシリティーズ
グループの本業である「通信を止めない」という使命や責任が
必要不可欠であることが、社会的にも再認識されたと思います。
＜BCP（事業継続計画）＞
　特集記事のBCPは、あまり聞きなれない言葉ですが、震災
を機に急速に注目されているようです。実際に緊急時における
事業継続計画を持っている企業は世界的にもまだ少ないと聞い
ています。時代に先駆けて長年ノウハウを培ってきた本グルー
プは、国内に留まらず海外にも、BCPに関するサービスや情報
を積極的に発信していただきたいと期待しています。
＜積み重ねてきた高い技術と応用力＞
　特集では、他にもスマートビジネス、メガソーラー、Fデー

タセンターといった取り組みが紹介されていますが、これまで
主に通信分野の中で積み重ねてきた省エネ、新エネルギーなど
多様な技術の重要性がさらに明確になりました。本グループが
持つ高い技術や応用力が社会に確実に役立っている事実がわか
り、興味深く読みました。

■太陽光発電の今後の推進
　震災後、再生可能エネルギーへの関心と需要が格段に高まっ
ています。長年事業として太陽光発電を推進してこられたのに、
今後の日本の再生可能エネルギーをリードしていこうという決
意がCSR報告書からはあまり見えず残念です。太陽光発電の
普及には、政策や技術面も含め何が問題で何が足りないのか、
積極的に提言や提案を出されるべきではないでしょうか。それ
こそが御社の社会的使命の一つだと思います。

■人権の捉え方
「人権啓発」については、労働環境など国内の職場だけを対象
としているように読めました。サプライチェーン、さらには地
球全体まで広く意識されることを期待します。ISO26000をガ
イドラインとし、海外からの原料調達や労働環境も考慮した「人
権」という捉え方をされるとさらに理解が深まると感じました。

■コミュニケーションへの取り組み
　実際にコミュニケーションさせていただいている私から見る
と、社外から寄せられた意見に対する対話の姿勢が本報告書か
らは読み取れず残念です。寄せられた貴重な意見や要望はどの
ようなもので、それらを事業にどう反映させるか、ステークホ
ルダーダイアログを開催する等コミュニケーションに積極的に
取り組む姿勢を期待します。

第三者意見

第三者意見を受けて

大石美奈子（おおいし・みなこ）

公益社団法人
日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会
環境委員会副委員長

公益社団法人
日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会

通商産業大臣（当時）の許可を得て1988年6月に設立。消費者の利益と企業活動との調和を図り、地球規模の環境、安全、発展を視野に
入れた幅広い活動を展開。2011年4月より公益社団法人化。行政等の様々な審議会や委員会に参画し、消費者代表として発言、提言を実施。

水気耕栽培システ
ムによるサツマイモ
生長状況

ゴーヤ、ブドウの
壁面緑化

ミツバチの
巣箱の様子

ミツバチによる
ゴーヤの受粉

舞鶴公園（福岡市中央区）

　2006年よりアーバンネット三田ビル（東京都港区）におい
て、NTT都市開発株式会社とヒートアイランド対策の共同実証
実験を行ってきました。2010年は、従来どおりの屋上緑化方
式であるサツマイモ水気耕栽培システム「グリーンポテト」、「土
耕栽培」によるサツマイモ、カボチャ栽培、ゴーヤ、ブドウの「壁
面緑化」に加え、生物多様性の観点を取り入れた屋上緑化の推

進を図るため、新たにミツバチの養蜂活動を実施しました。
　酷暑にも関わらず、水気耕栽培のサツマイモはシステム内を
循環する液体肥料からどんどん栄養を吸収し、例年以上にサツ
マイモの葉が繁茂しました。養蜂においては、ミツバチが元気
に飛び回り蜜や花粉を集め、屋上で育てているゴーヤの受粉も
確認することができました。

　2009年度からCSR活動の一環として、太陽光発電による
水浄化システム「ソーラーUFO」を活用した環境・社会貢献活
動を実施しています。「ソーラーUFO」は、直径5mの円盤型の
浮体の上に太陽電池を設置し、内部に搭載した濾過システムや

水中に空気を供給する曝気システムなどを太陽光発電のエネル
ギーで作動させ、水を浄化させます。2011年4月には、福岡
市様の新エネルギー普及促進の取り組み支援として、舞鶴公園
3号濠に設置しました。

社会貢献活動
NTTファシリティーズグループは、社会の一員として地域と一体となった環境・社会貢献活動や、
事業の強みを活かした環境教育を積極的に実施しています。

ヒートアイランド対策

ソーラーUFOによる環境・社会貢献
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株式会社NTTファシリティーズ　CSR推進室


