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NTTファシリティーズ研究開発本部の挑戦

NTTファシリティーズにおける研
究開発の位置付け

NTTファシリティーズは1₉₉２年1２
月にNTTから分離 ・ 独立し，２01３年
末に創立２1周年を迎えました．NTT
グループの電力設備や建築に関する設
計と保守を責任分担会社として主体的
に実施すると同時に，電電公社から
NTTを経て長きにわたり磨き続けた
技術を武器に，一般市場へのサービス
提供を拡大してきました．近年では

「Smart & Safety」をキャッチコピー
に， 企 画 ・ 設 計 ・ 構 築 ・ 運 用 の 全
フェーズにおいて「地球環境を考えた
統合ファシリティサービス」を提供し
ています．

例えば，データセンタ関連事業では，
数多くの通信ビルにおける設計 ・ 構
築 ・ 保守の実績とノウハウを活かし，
延べ２４万m２，国内のおよそ ３ 割のデー
タセンタの構築にかかわると同時に，
海外データセンタの保守事業も拡大し
ています．

また，近年は再生可能エネルギーに
対する需要の高まりに応じ，メガソー
ラー構築事業に力を入れています．固
定価格買取り制度開始以降，全国で
２00カ所，合計４00 MWを超える太陽

光発電システムを構築すると同時に，
自社でも５0カ所，合計1５0 MWの太陽
光発電所を構築 ・ 運営しています．

当社は創立当初より研究開発組織を
持ち，強みである「ICT×電力×建築」，
つまり当社の電力技術と建築技術，そ
れにNTTグループが持つICTを掛け
合わせた融合技術を磨いてきました

（図₁）．私たち研究開発本部は，当社
事業の競争力の源泉として，他社と差
別化する技術の創造をミッションとし
ています．

NTTファシリティーズ研究開発本
部の拠点と組織

これまで研究開発の拠点は，東京都
豊島区にあるG.H.Y.ビル（オフィス），
NTT武蔵野研究開発センタ（実験室），
NTT落合ビル本館（実験室）の ３ カ
所でした．今回，江東区にNTTファ
シリティーズ新大橋ビルを建設し，
G.H.Y.ビルとNTT落合ビルにある機
能を集約して，２ 拠点体制になります．
新大橋ビルには，オフィスと，データ
センタ向けの電源設備の試験を行う試
験室，当社の広域監視システムのため
の 試 験 検 証 設 備，EMC（Electro-
Magnetic Compatibility：電磁両立性）
関連の試験を行うシールドルームなど

を構築しました．NTT武蔵野研究開
発センタには，地震を再現して建物構
造部材やICT装置等の耐震強度を試
験する三次元振動台設備や，データセ
ンタ空調の実物大実験を行う模擬デー
タセンタ施設，屋外の気候にかかわら
ず－10 ～ ５0 ℃の環境で空調機の試験
が実施できる人工気候室，長期にわた
る蓄電池の加速寿命試験を行う恒温室
などを引き続き保有しています．

研究開発本部は，研究開発本部長の
下に 6 部門 1 室から構成されています

（図₂）．R&Dストラテジー部門と知
的財産室はスタッフ部門であり，前者
は当本部の企画，総務，財務等を，後
者はNTTファシリティーズグループ
の知的財産管理と技術輸出管理を担っ

研究開発 技術融合 NTTファシリティーズ新大橋ビル

図 1 　ICT×電力×建築の技術融合
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「ICT×電力×建築」の技術融合への取り組みと
研究開発新拠点

NTTファシリティーズは創立当初より研究開発組織を持ち，電力技術と
建築技術にICTを掛け合わせた融合技術を磨いてきました．2014年 7 月に
新しい研究開発拠点がオープンするのに合わせ，私たちの研究開発概要を
改めて紹介するとともに，本稿では研究開発本部移転プロジェクトのねら
い，新拠点で行う技術融合の取り組みについても紹介します．
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ています．それ以外の ５ 部門は主に研
究開発を行っています．以下， ５ 部門
の研究開発領域と強みを紹介します．

（1）　環境 ・ エネルギー部門
環境 ・ エネルギー部門には空調の技

術者と監視 ・ 制御の技術者がおり，主
にICT設備のための空調機，冷水熱源
システムにおける統合制御技術，デー
タセンタ室内における気流制御技術，
データセンタの空調システムの設計技
術の開発を行っています．データセン
タ向けのパッケージ空調機である
FMACS-V（エフマックス ・ ファイブ）
シリーズやFTASCL（エフタスクル）
シリーズは，年間を通じて高いエネル
ギー効率を実現しており，累計 ５ 万台
以上の納入実績があります．データセ
ンタ室内で供給冷気と排出暖気の混合
を抑止し，省エネを図るアイルキャッ
ピングは，当社が業界に先駆けて開
発 ・ 製品化したものです．

（２）　パワーシステム部門
パワーシステム部門には，電力の技

術者が集まっています．主にICT設備
のための受電 ・ 変電 ・ 遮断 ・ 直交流変
換 ・ 蓄電 ・ 配電に関連する技術開発に
取り組んでおり，信頼性に着目した給
電技術に特色があります．HVDC

（High-Voltage Direct Current：高電

圧直流）給電方式では，通常の交流給
電よりも高い信頼性と給電効率を実現
しています．双方向無瞬断切替技術は，
太陽光発電や蓄電池からの電力を自在
に切り替える需給管理装置に活用され
ています．また，バックアップ用に適
した大型の「燃えない」リチウムイオ
ン電池を開発し，商品化しています．

さらに，太陽光発電に代表される再
生可能エネルギーシステムの設計 ・ 構
築 ・ 診断 ・ 保守技術の研究開発も行っ
ています．さまざまなベンダの太陽光
発電パネルなどの評価や，社内用の設
計支援ツールの開発，故障 ・ 劣化診断
技術の開発に取り組んでいます．

（３） 　リスクマネジメントシステム
部門

リスクマネジメントシステム部門に
は，建築構造技術者とEMC ・ 雷害対
策技術者が所属しています．

社会インフラであるICT用建物は，
十分な耐震性が求められるだけでな
く，鉄塔を併設する場合が多いという
特徴があり，建築構造技術の研究開発
に力を入れてきました．独自の地震観
測網と三次元振動試験設備，自社開発
の構造シミュレーションプログラムを
保有し，これらのツールを活用した研
究開発が強みとなっています．

東日本大震災では，震源から遠く離
れた関東地方で，オフィスビルの天井
に吊られている空調ユニットが落下す
る事故が報告され，当社では三次元振
動試験設備を用いた再現実験により発
生メカニズムを明らかにしました．そ
の知見はただちに当社の建築設計に反
映されています．

低コストで施工性や耐久性の高い太
陽光パネル用の架台の開発も建築構造
技術者が行っています．

主にICT設備の保護を目的とした
EMC ・ 雷害対策技術は，近年では
ICT関連に限らず，太陽光発電設備や
放送設備など，さまざまな分野で需要
が高まっています．私たちはコンサル
ティングサービスを行いながら，そこ
で得た知見を活用し，対策機器，設計
方法，設計ツール等の開発を行ってい
ます．

（４）　アドバンストFM部門
アドバンストFM部門には，建築計

画 ・ 保全の技術者やファシリティマネ
ジメントの技術者と，システム開発技
術者がいます．

建物の計画 ・ 設計 ・ 保全技術に関し
ては，これまで当社がNTTグループ
の膨大な建物を担当していることか
ら，全体的なグランドデザイン手法や，
ICTインフラ建物に特化した設計 ・ 構
築技術，環境性の高い「Greenな」建
物設計技術，知的生産性の高いオフィ
ス設計技術などにおいて数多くの経験
があるのが特徴です．

また，現代のファシリティマネジメ
ントは，組織が所有するすべてのファ
シリティの情報を集約し，ICTを駆使
して定量的に分析し，適切な経営判断
のもと，必要十分な保全活動に反映す
ることが求められます．そのための点
検 ・ 計測 ・ 情報管理 ・ 分析に関する技
術開発やシステム開発，ICTを活用し

図 2 　研究開発本部の組織構成
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たビル管理システムや入退出管理シス
テムの開発を行っています．

（５）　トータルオペレーション部門
トータルオペレーション部門には，

ICT設備機器の監視 ・ 保守と，それに
かかわるシステム開発の技術者が所属
しています．当社は，NTTグループ
の ２ 万棟の建物と２0万の設備を全国
２ カ所の拠点にて３6５日２４時間監視し
ており，その監視設備の開発はこの部
門が担当しています．また，全国津々
浦々に保守スタッフを配置しており，
彼らへの支援技術の開発も行ってい
ます．

「ICT×電力×建築」の技術融合

これまでも，お客さまに提供する製
品やサービスには，当社のすべての技
術分野を結集して提供してきました．
例えば，データセンタ構築においては，
前述した ５ 部門すべての開発要素が含
まれています．

しかし，近年ではお客さまの要求レ
ベルが上がり，また社内の競争力強化
への要請もあり，製品やサービスのレ
ベルではなく，技術そのもののレベル
で技術融合することが求められるよう
になりました．

次に，本特集で紹介する技術融合領
域（図３）について概説します．

（1） 　情報通信分野における給電技
術 ・ 空調技術

データセンタに代表されるICT用建
物では，ICT装置が消費するエネル
ギーに加え，給電と空調の設備が消費
するエネルギーが多く，これらの省エ
ネ化が強く求められています．

これまで私たちは給電と空調の省エ
ネ技術を追求してきましたが，それぞ
れの省エネ性を高めるだけでなく，現
在はそれらを互いに連携させて，さら
なる省エネルギーを追求する技術の研

究開発を行っています．私たちはこの
技術を，データセンタにおけるアセッ
トマネジメントツールであるDCIM

（Data Center Infrastructure Man-
age ment）ツールに組み込んで，お客
さまに提供する計画を進めています．

（２） 　スマートコミュニティにおけ
るエネルギーマネジメント技術

NTTファシリティーズのBEMS
（Building and Energy Management 
S y s t e m ）製 品であるF I T B E M S

（フィットベムス）では，クラウドコ
ンピューティング技術を応用し，建物
内にデータ蓄積や分析のためのサーバ
を保有する必要がなく，イニシャルコ
ストが低廉化されることで，中小ビル
でも導入しやすいという特徴を持って
います．データをクラウドに集約する
ことで，保有する複数ビルを集約して
管理することや，省エネの状況をほか
の多数のビルと比較して相対的に評価
す る こ と が 可 能 で あ り，CEMS

（Community Energy Management 
System）構築のベースにもなります．

（３）　環境に配慮した建物技術
環境に配慮した建物技術における技

術融合の事例としては，当社が提唱す
るビル情報管理システム（BIS: Build-
ing Information-management System）
があります．オフィス内の照明や空調
をエリア単位で細かく制御したり，外
光の変化に合わせて照明の照度を制御
するなど，専用システムやBEMSで
それらを実現している事例は他社でも
みられますが，当社のBISでは，入退
出管理システムやOA機器にまで連携
させることで，省エネルギーを追求す
るほか，セキュリティの向上や利用者
の利便性向上をも実現します．例えば，
PCにログインすることでその周辺の
照明と空調をオンにしたり，入室した
記録がないとPCにログインできない
ようにしたり，といった制御が容易に
実現できます．こうした制御をいくつ
も行おうとした場合，個別のシステム
を相互に接続するだけではシステムが
非常に複雑になりますが，BISをビル
内での情報流通基盤とすることでこれ
を回避できます．

図 3 　各種要素技術と融合分野

①環境・エネルギー部門
　空調のシステム設計，空調機制御，
　気流制御技術

情報通信分野における
給電技術・空調技術

環境に配慮した建物技術

建物・設備データの活用技術

観測・実験・解析に基づく
地震防災技術

スマートコミュニティにおける
エネルギーマネジメント技術

②パワーシステム部門
　受変電・遮断・変換・蓄電・配電技術
　再生可能エネルギーシステムの
　設計・構築・診断・保守技術

③リスクマネジメントシステム部門
　建築構造設計・解析技術
　EMC・雷害対策技術

⑤トータルオペレーション部門
　ICT設備機器の監視・保守技術
　システム開発技術

④アドバンストFM部門
　建築計画・保全技術
　ファシリティマネジメント技術
　システム開発技術
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（４） 　観測 ・ 実験 ・ 解析に基づく地
震防災技術

東日本大震災の直後，大きなビルの
オーナーには，テナントからの「この
ビルは安全なのか」という問合せが殺
到しました．当社の建物安全度判定
サポートシステム「揺れモニ」では，
MEMS（Micro Electro Mechanical 
Systems：微小電気機械素子）センサ
を活用した多機能センサユニットを各
階に設置することで，地震の後，直ち
に損傷個所を推定し，画面に表示する
ことが可能になっています．MEMS
センサは従来型の微動計と比べて小型
軽量であり，多数のセンサを比較的安
価に利用できます．これを三次元振動
台で繰り返しテストすることで特性を
詳しく把握し，システム化しています．

（５）　建物 ・ 設備データの活用技術
２0万の設備監視と ２ 万の建物管理

を通じて蓄積した監視や点検のデータ
を一括で扱って多重的に分析し，得ら

れた知見を保全業務の効率化や新たな
ビジネスに結び付ける取り組みを行っ
ています．

建物や装置の維持管理業務では，か
つての予防保全から，コスト削減要請
に応じた事後保全に移行する傾向にあ
りますが，今後は計測技術とビッグ
データ解析を活用した予知保全に移行
すると考えられます．

研究開発新拠点の開設

当社は創立２0周年の節目として，新
たにNTTファシリティーズ新大橋ビ
ルを建設し，２01４年 7 月に研究開発
の新拠点を開設します．地上 ４ 階，地
下 1 階の鉄骨造（地下は鉄筋コンク
リート造）で，延床面積約４３00 m２の
建物です．
図 ₄のとおり，２Fと３Fをオフィス

フロアとし，B1Fを実験室フロアとし
ています．４F西側には複数の会議室
があり，可動パーテーションによりレ

イアウトを変更できるようになってい
ます．このうちもっとも広い会議室は，
眼下に隅田川が広がるテラスに面して
おり，マルチスクリーンによるプレゼ
ンテーションのほか，簡単なレセプ
ションにも使用できます．４F東側に
はライブラリがあり，書籍や保存書類
を用いた作業のほか，自席を離れての
集中作業ブースも配置しています．
1Fにはエントランスホールや待合ス
ペースのほか，社内外の方々とのコラ
ボレーションワークを想定した専用ス
ペースや，当社のデータセンタソ
リューションを満載した社内サーバ
ルームとしてお客さまにご覧いただけ
る「みせるサーバルーム」があります．

NTTファシリティーズ新大橋ビル
は，「地球環境を考えた統合ファシリ
ティサービス」を提供する建築設計事
務所として自信を持って皆様にお見せ
できる，環境性の高い建物となってい
ます．なお，米国の建物環境性能評価

図 4 　NTTファシリティーズ新大橋ビルのフロア構成
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3F：環境・エネルギー部門，パワーシステム部門，
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2F：トータルオペレーション部門，アドバンストFM部門，
 リスクマネジメントシステム部門
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制 度 規 格LEED (Leadership in En-
ergy and Environmental Design: リー
ド）の新築ビル向け評価であるLEED 
for New ConstructionでGold認証
を２01４年 7 月末ごろに受ける見込み
です．

今回の移転プロジェクトには「活か
す」「集める」「開く」の ３ つのねらい
があります（図 5）．

（1）　活かす
新拠点は自社ビルであるため，建物

を改造してさまざまな技術を盛り込む
ことが自由にできるようになります．
これを強みとして活かし，開発品を建
物内で開発者自身がユーザとして実践
することで，サービス品質の向上を図
ります．

（２）　集める
新拠点では，利用者どうしのコミュ

ニケーションを活性化する仕掛けを施
しています．さまざまな分野の技術者
が交流することで，技術融合によるイ
ノベーションが活発化し，今までにな
かった新しい技術が創出できると考え
ています．

さらに，新拠点では社外の方との共
同作業を前提として設計した「社外コ
ラボスペース」を設けており，いわゆ
るオープンイノベーションを推進する

構えです．社内の知恵だけでなく，広
く世の中の英知を結集することで，今
までにないサービスや技術の開発に挑
戦します．

（３）　開く
NTTファシリティーズ新大橋ビル

では，自社技術を数多くビルトインし
て自らユーザとして実践するととも
に，お客さまに当社技術が実際に使わ
れている「生きた」姿でご覧いただき
たいと考えています．これまで以上に
積極的に情報発信を行い，前述した
オープンイノベーションにも結び付け
ていきます．

今後の取り組み

米AT&Tや英BTといった世界のナ
ショナルキャリアが解体 ・ 民営化され
ていく中，今やICTインフラを中心と
した研究開発を私たち以上の規模で継
続している会社はグローバル市場でも
見当たりません．私たちは，新たな研
究開発拠点を得て，社内外のさまざま
な分野の技術の融合を促進し，世界中
のお客さまに喜んでいただけるサービ
スや技術の研究開発を活発化させてい
きます．これからも私たちの挑戦に関
心を寄せていただき，引き続き，ご支
援をお願いします．

図 5 　研究開発本部移転プロジェクトのねらい

現　状

テナントビルでは建物の
変更に制約が多く，
研究開発への活用に難あり．

自社技術の実践不足．
自社技術を見せる場の不足．
開発情報守秘との矛盾．

拠点が 3カ所に分散．
オフィスが 5フロアに分散．
社外技術が散在．

新拠点
自社ビルなら，
建物の改造も自由．
実験的運用も自由．
データの活用も自由．

自社技術をビルトイン．
自慢できる環境対応型ビル．
見学ルートをあらかじめ計画．

大塚と落合（研究と実験）を集約．
オフィスを 2フロアに集約．
「社外コラボスペース」の新設．

効　果

・フレキシビリティの高い研究開発フィールドにて，
　自社ビルや自社員をサンプルにすることで，
　研究開発を①可能化，②加速化，③高度化．

・自社技術を自ら実践し，ユーザの視点でPR．
・自社技術を「生きたまま」展示し効果的にPR．
・CASBEE Sクラス，
　CO2排出量44％削減（オフィス部分57％削減）．
・開発情報守秘と見学者へのオープン化を両立．

・拠点間移動コストの削減，効率化．
・部門間コラボ開発の促進，技術融合の促進．
・自社拠点でコラボ開発，社外技術の取込み加速．

活かす

集める

開く

（左から）	三野		洋介/ 植草		常雄/ 	
	 横山		健児

本稿をお読みいただいて当社の技術に
関心をお持ちであれば，「技術融合」しませ
んか．

◆問い合わせ先
NTTファシリティーズ
	 研究開発本部　R＆Dストラテジー部門
TEL	 03-5907-6550
FAX	 03-5961-6650
E-mail　minoyo22 ntt-f.co.jp


