
エネルギー管理指定工場等単位の報告

指定－第１表　エネルギー管理指定工場等の名称等

エネルギー管理指定工場等番号 1198331

NTTDATA博多駅前ビル
エネルギー管理指定工場等の名称

〒 812-0011
エネルギー管理指定工場等の所在地 福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目17番21号

その他の固定電気通信業
主たる事業

細分類番号 3 7 1 9

指定10表5※担当者確認欄 無  ・  無

エネルギー管理者（員）の
職名・氏名・連絡先

職名 福岡FS担当課長代理

氏名 深川　俊哉

エネルギー管理士免状番号又は講習修了番号

認第1-17768号

電話 （ 092-431-5233 ）

FAX （ 092-431-5401 ）

メールアドレス fukaga23@ntt-f.co.jp

特定事業者番号：0573631    指定工場番号：1198331
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指定－第３表　エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する設備及びエネルギー
　　　　　　　　　を消費する主要な設備の概要、稼働状況及び新設、改造又は撤去の状況

設 備 の 名 称 設　備  の  概  要 稼　働　状　況
新設、改造又は
撤去の状況

エネル
ギーの
使用の
合理化
に関す
る設備

通信用空調装置 MACS空調Ⅴ(LL)
 25.9kW×13台
20.2kW×20台

365日/年　24ｈ/日

通信用空調装置 MACS空調Ⅴ(L)
24.4kW×6台

365日/年　24ｈ/日

電力室用空調装置 MACS空調Ｖ（ＬＬ）
15.6kW×4台

365日/年　24h/日 2台運転

通信用空調装置 MACS空調Ｖ（ＬＬ）
24.4ｋＷ×12台

365日/年　24ｈ/日

上記以
外のエ
ネル
ギーを
消費す
る主要
な設備

通信用無停電電源装置 FCS-UPS
5kVA×1台

365日/年　24ｈ/日

通信用無停電電源装置 P-ｲﾝﾊﾞｰﾀ
1000kVA×1台

365日/年　24ｈ/日 2020.3　（撤去）

通信用無停電電源装置 Ⅰ-ｲﾝﾊﾞｰﾀ
1500kVA×2台

365日/年　24ｈ/日 2020.1　（1台新設）

電力室用空調装置 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空調
13kW×3台

365日/年　24ｈ/日

電子計算機室用空調装置 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空調
35kW×4台 28.4kW×4台

365日/年　24ｈ/日 3台運転
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2019年度 対前年度比（％）

ｍ２延床面積

生産数量又は建物延床面積その他のエネルギーの使用量と密接

） （単位： ）な関係をもつ値（名称：

(c)

32370
100.0%

指定－第４表　エネルギーの使用量と密接な関係をもつ値
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指定－第５表 エネルギーの使用に係る原単位及び電気需要平準化評価原単位

１　エネルギーの使用に係る原単位

　対前年度比　（％）2019年度

エネルギー使用量 （原油換算kl） （指定-第２表 (a)－(b)－(b)'）
原単位 ＝

0.1128 117.2%生産数量又は建物延床面積その他のエネルギーの

使用量と密接な関係をもつ値 （指定-第４表 (ｃ) ）

２　電気需要平準化評価原単位

　対前年度比　（％）2019年度

電気需要平準化時間帯買電量評価後の
電気需要平準化 （原油換算kl）エネルギー使用量＝

評価原単位 0.1234 114.7%
生産数量又は建物延床面積その他のエネルギーの

使用量と密接な関係をもつ値 （指定-第４表 (ｃ) ）

備考　　　電気需要平準化時間帯買電量評価後のエネルギー使用量（原油換算kl）は、以下の算定式により計算する。
　　　　　　下式中の記号は、指定－第２表中の記号を指す。また、評価係数は1.3とする。

　　　　　　電気需要平準化時間帯買電量
　　　　　　　評価後のエネルギー使用量　　　＝　(a) ＋ (h) × （評価係数 － 1）×0.0258 － (b) － (b)'
　　　　　　　　　　（原油換算kl）

特定事業者番号：0573631    指定工場番号：1198331
Ver7.3.0



(f)
108.2%

2018年度

(e)'

２　電気需要平準化評価原単位

0.09047

2015年度

0.08245

105.2%

(g)
106.2%

2018年度

0.08758

５年度間平均
原単位変化2016年度

(d)' (f)'

指定－第６表 過去５年度間のエネルギーの使用に係る原単位及び電気需要平準化評価原単位の変化状況
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指定－第７表　エネルギーの使用に係る原単位及び電気需要平準化評価原単位が改善できなかった場合の理由

１　過去５年度間のエネルギーの使用に係る原単位が年平均１％以上改善できなかった場合（イ）又はエネルギー
　　の使用に係る原単位が前年度に比べ改善できなかった場合 （ロ） の理由

2015年度以降から入居者及びサーバーの増加があり、それに伴い大容量無停電電源装置（I-1500kVA-

UPS)の負荷設備の電力使用量が増加したため。

　（イ）の理由

　（ロ）の理由

201９年度も引き続き入居者及びサーバーの増加があり、それに伴い大容量無停電電源装置（I-1500k

VA-UPS)の負荷設備の電力使用量が増加した。

備考　（イ）及び（ロ）共に該当する場合、双方記載すること。

２　過去５年度間の電気需要平準化評価原単位が年平均１％以上改善できなかった場合 （ハ） 又は電気需要平準
　　化評価原単位が前年度に比べ改善できなかった場合 （ニ） の理由

　（ハ）の理由

2015年度以降から入居者及びサーバーの増加があり、それに伴い大容量無停電電源装置（I-1500kVA-

UPS)の負荷設備の電力使用量が増加したため電気需要平準化の改善が図れなかった。

　（ニ）の理由

201９年度も引き続き入居者及びサーバーの増加があり、それに伴い大容量無停電電源装置（I-1500k

VA-UPS)の負荷設備の電力使用量が増加し、電気需要平準化の改善が図れなかった。

備考　（ハ）及び（ニ）共に該当する場合、双方記載すること。
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指定－第８表　エネルギー管理指定工場等、連鎖化エネルギー管理指定工場等、管理統括エネルギー管理
　　　　　　　　　 指定工場等又は管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に
　　　　　　　　　 関する判断の基準の遵守状況（１又は２のいずれかに記入すること。）

１　工場等であって専ら事務所その他これに類する用途に供する工場等における判断の基準の遵守状況
　（法第５条第１項第１号関係）

対象項目
（設備） 運転の管理 計測及び記録 保守及び点検 新設に当たっての措置

■　新設の際、判断基準ど
　　おり措置した

□　当該年度に設備を新設
　　していない

□　新設の際、判断基準ど
　　おり措置していない

空気調和設備、換気設備の管
理

空気調和設備、換気設備
の新設に当たっての措置

空気調和設備、換気設備に
関する計測及び記録

空気調和設備、換気設備の
保守及び点検

(1) 空気調和設備、換気設
備

計測及び記録に関する管理
標準の設定の状況

保守及び点検に関する管理
標準の設定の状況

管理標準の設定の状況

■　設定済 ■　設定済 ■　設定済

□　一部設定済（　　　　％） □　一部設定済（　　　　％） □　一部設定済（　　　　％）

□　未設定 □　未設定 □　未設定

管理標準に定めている管理の
状況

管理標準に定めている計測
及び記録の実施状況

管理標準に定めている保守
及び点検の実施状況

■　実施している ■　実施している ■　実施している

□　一部実施している □　一部実施している □　一部実施している

□　実施していない □　実施していない □　実施していない

□　新設の際、判断基準ど
　　おり措置した

□　当該年度に設備を新設
　　していない

□　新設の際、判断基準ど
　　おり措置していない

ボイラー設備、給湯設備の管
理

ボイラー設備、給湯設備
の新設に当たっての措置

ボイラー設備、給湯設備に
関する計測及び記録

ボイラー設備、給湯設備の保
守及び点検

(2) ボイラー設備、給湯設備

計測及び記録に関する管理
標準の設定の状況

保守及び点検に関する管理
標準の設定の状況

管理標準の設定の状況

□　設定済 □　設定済 □　設定済

□　一部設定済（　　　　％） □　一部設定済（　　　　％） □　一部設定済（　　　　％）

□　未設定 □　未設定 □　未設定

管理標準に定めている管理の
状況

管理標準に定めている計測
及び記録の実施状況

管理標準に定めている保守
及び点検の実施状況

□　実施している □　実施している □　実施している

□　一部実施している □　一部実施している □　一部実施している

□　実施していない □　実施していない □　実施していない

□　新設の際、判断基準ど
　　おり措置した

■　当該年度に設備を新設
　　していない

□　新設の際、判断基準ど
　　おり措置していない

照明設備、昇降機の管理 照明設備、昇降機の新設
に当たっての措置

照明設備に関する計測及び
記録

照明設備、昇降機、動力設
備の保守及び点検

(3) 照明設備、昇降機、動力
設備

計測及び記録に関する管理
標準の設定の状況

保守及び点検に関する管理
標準の設定の状況

管理標準の設定の状況

■　設定済 ■　設定済 ■　設定済

□　一部設定済（　　　　％） □　一部設定済（　　　　％） □　一部設定済（　　　　％）

□　未設定 □　未設定 □　未設定

管理標準に定めている管理の
状況

管理標準に定めている計測
及び記録の実施状況

管理標準に定めている保守
及び点検の実施状況

■　実施している ■　実施している ■　実施している

□　一部実施している □　一部実施している □　一部実施している

□　実施していない □　実施していない □　実施していない

□　新設の際、判断基準ど
　　おり措置した

■　当該年度に設備を新設
　　していない

□　新設の際、判断基準ど
　　おり措置していない

受変電設備の管理 受変電設備の新設に当
たっての措置

受変電設備に関する計測及
び記録

受変電設備の保守及び点検(4) 受変電設備

計測及び記録に関する管理
標準の設定の状況

保守及び点検に関する管理
標準の設定の状況

管理標準の設定の状況

■　設定済 ■　設定済 ■　設定済

□　一部設定済（　　　　％） □　一部設定済（　　　　％） □　一部設定済（　　　　％）

□　未設定 □　未設定 □　未設定

管理標準に定めている管理の
状況

管理標準に定めている計測
及び記録の実施状況

管理標準に定めている保守
及び点検の実施状況

■　実施している ■　実施している ■　実施している

□　一部実施している □　一部実施している □　一部実施している

□　実施していない □　実施していない □　実施していない

 BEMSの新設に当たっての措
置BEMS

□　BEAMSを採用した
■　BEAMSを採用してい
ない
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□　新設の際、判断基準ど
　　おり措置した

□　当該年度に設備を新設
　　していない

□　新設の際、判断基準ど
　　おり措置していない

発電専用設備、ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ
設備の管理

発電専用設備、ｺｰｼﾞｪﾈ
ﾚｰｼｮﾝ設備の新設に当
たっての措置

発電専用設備、ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰ
ｼｮﾝ設備に関する計測及び
記録

発電専用設備、ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰ
ｼｮﾝ設備の保守及び点検

(5) ガスタービン、蒸気ター
ビン、ガスエンジン等専ら発
電のみに供される設備（発
電専用設備）、コージェネ
レーション設備

計測及び記録に関する管理
標準の設定の状況

保守及び点検に関する管理
標準の設定の状況

管理標準の設定の状況

□　設定済 □　設定済 □　設定済

□　一部設定済（　　　　％） □　一部設定済（　　　　％） □　一部設定済（　　　　％）

□　未設定 □　未設定 □　未設定

管理標準に定めている管理の
状況

管理標準に定めている計測
及び記録の実施状況

管理標準に定めている保守
及び点検の実施状況

□　実施している □　実施している □　実施している

□　一部実施している □　一部実施している □　一部実施している

□　実施していない □　実施していない □　実施していない

□　新設の際、判断基準ど
　　おり措置した

□　当該年度に設備を新設
　　していない

□　新設の際、判断基準ど
　　おり措置していない

事務用機器の管理 事務用機器、民生用機器
の新設に当たっての措置

(6) 事務用機器、民生用機
器

管理標準の設定の状況

□　設定済

□　一部設定済（　　　　％）

□　未設定

管理標準に定めている管理の
状況

□　実施している

□　一部実施している

□　実施していない

□　新設の際、判断基準ど
　　おり措置した

□　当該年度に設備を新設
　　していない

□　新設の際、判断基準ど
　　おり措置していない

業務用機器の管理 業務用機器の新設に当
たっての措置

業務用機器に関する計測及
び記録

業務用機器の保守及び点検(7) 業務用機器

計測及び記録に関する管理
標準の設定の状況

保守及び点検に関する管理
標準の設定の状況

管理標準の設定の状況

□　設定済 □　設定済 □　設定済

□　一部設定済（　　　　％） □　一部設定済（　　　　％） □　一部設定済（　　　　％）

□　未設定 □　未設定 □　未設定

管理標準に定めている管理の
状況

管理標準に定めている計測
及び記録の実施状況

管理標準に定めている保守
及び点検の実施状況

□　実施している □　実施している □　実施している

□　一部実施している □　一部実施している □　一部実施している

□　実施していない □　実施していない □　実施していない

■　情報提供している(8)　事業場の居室等を賃貸している事業者は、事業場の居室等を賃借している事業者（以下
　　「賃借事業者」という。）に対するエネルギー使用量についての情報提供 □　一部の賃借事業者に情報提供している

□　情報提供していない
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指定－第９表　その他実施した措置

措　置　の　概　要

２　電気の需要の平準化に資する措置に関する事項

室外洗浄を年２回実施した。

措　置　の　概　要

１　エネルギーの使用の合理化に関する事項

空調装置の温度設定を1℃上げた。
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備考　本報告に係る工場等が、主たる事業として行う電気事業の用に供する発電所又は主たる事業として行う熱
　　　供給事業の用に供する熱供給施設が設置されている工場等である場合は、エネルギーの使用に伴って発生す
　　　る二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量の欄には、第１０表の１の備考1（１）に掲げる量を記載すること。

４　地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく命令に定める算定方法又は係数と異なる算定方法又は係数
の内容

備考１　本表の各欄には、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく命令に定める算定方法又は係数と異なる
　　　算定方法又は係数を用いた場合に、当該算定方法又は係数の内容について説明すること。
　　２　他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量の算定に用いた係数については、指定－第１
　　　０表の３に記載すること。

t-CO2

１　エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量

５　権利利益の保護に係る請求及び情報の提供の有無

１．　有１．　有
権利利益の保護に係る請求の有無
(該当するものに○をすること)

その他の関連情報の提供の有無
(該当するものに○をすること) ２．　無２．　無

備考１　本エネルギー管理指定工場等に係る報告が地球温暖化対策の推進に関する法律第２１条の３第１項の請求
　　　に係るものである場合は、左欄「１．有」に○をすること。
　　２　同法第２１条の８第１項の規定による本エネルギー管理指定工場等に係る情報の提供がある場合は右欄「
　　　１．有」に○をすること。
　　３　本表の「１．有」に該当する場合は、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく命令に定める書類
　　　を本報告に添付すること。

t-CO2

指定－第１０表　エネルギー管理指定工場等、連鎖化エネルギー管理指定工場等、管理統括エネルギー管
　　　　　　　　理指定工場等又は管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用に伴って
　　　　　　　　発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量

4,688

３　エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素のうち、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素
　　の温室効果ガス算定排出量の算定に用いた係数

備考　本表の各欄には、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の算定において、他人から供給された
　　電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量の算定に用いた係数について、当該係数の根拠及び係数の値を記載
　　すること。

係数の値 係数の根拠 係数の適用範囲

0.000319 t-CO2/kWh
九州電力株式会社(メニューB（残差）)の
基礎排出係数

九州電力株式会社(メニューB（残
差）)管内の工場等

２　電気事業の用に供する発電所又は熱供給事業の用に供する熱供給施設が設置されている工場等において
　　燃料の使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量

備考　１　エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量の欄には、次に掲げる量（他
　　　　人への電気又は熱の供給に係るものを除く。）の合計量を記載すること。
　　　　　（１）　燃料の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量
　　　　　（２）　他人から供給された電気の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量
　　　　　（３）　他人から供給された熱の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量
　　　２　エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量に、備考１ （２） に掲げる量
　　　　が含まれる場合は、本表に加えて指定－第１０表の３にも必要事項を記載すること。

エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素

エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素
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