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グリーン社会の実現に向けた環境・エネルギー技術

情報通信事業における資源投入量の分析技術

環境分野では，CO2排出の次に資源の消費が注目されると考えられていま
す．本稿では，NTT環境エネルギー研究所にて開発した，情報通信企業の資
源投入量を分析する技術について紹介します．この技術は，資源価格高騰に
よる情報通信企業の調達コストの増加軽減策や環境負荷削減を検討する場合
に，有効に役立てることができます．

はら　 み な こ たかはし か ず え

原 美永子　/�橋 和枝
くにおか　た つ や なかむら じ ろ う

國岡 達也　/中村 二朗

NTT環境エネルギー研究所

資　源 情報通信業 マテリアルフロー

資源投入量把握の重要性

NTTグループでは，1999年に環境

保護活動の基本概念として「NTTグ

ループ・エコロジー・プログラム21」

を制定し，環境保護活動を実施して

います．そして現在は，環境負荷の評

価基準として，温暖化防止については

二酸化炭素（CO2）排出原単位，廃

棄物削減については最終廃棄量，紙資

源削減については純正パルプ総使用量

を採用しています．近年の「企業の社

会的責任（CSR）」への関心の高まり

とともに，最近では資源の調達や廃棄

物処理においても企業の責任が問わ

れることも多くなってきています．国

連環境計画（UNEP）等により設立

されたGlobal Reporting Initiative

（GRI）が発表しているサステナビリ

ティレポーティングガイドラインでは，

「使用原材料の重量または量を記載す

べきパフォーマンス指標」として規定

しています（1）．

また，先行的な企業では資源の使用

状況に関する分析結果を利用して，省

資源に役立てています．キヤノンでは，

レンズガラスの製造工程でマテリアル

コストフロー会計分析を実施し，１カ

月当り900万円近いコスト削減効果が

望まれることが報告されています（2）．

情報通信業では，大規模な通信設備

を有するエネルギー資源以外にも金属

などの枯渇性資源を多量に使用してい

るため，将来的に資源価格が高騰した

場合に大きな影響を受けることが考え

られます．このような背景からも，情報

通信業において，資源の投入量を把握

しておくことは不可欠であるといえます．

マテリアルフロー分析とは

マテリアルフロー分析とは，国や企

業などに投入される資源やエネルギー，

ならびに産出される製品，副産物，排

出されるCO2や廃棄物などについて，

その総量や物質の循環量，収支バラン

スを体系的，定量的に把握する手法を

指します．

環境省ではマテリアルフロー分析の

結果を利用し，資源循環の実態を把

握するとともに，省資源化と廃棄物適

正処理のために「資源生産性」「循環

利用率」等の具体的な数値目標を設

定することにより，循環型社会形成を

目指しています（3）．

情報通信事業における資源投入量

分析の課題

製造業では，生産管理のために原材

料の購入量が把握されているため，資

源投入量の分析はそれほど困難ではあ

りません．一方で通信事業のように大

規模なインフラ設備を保有する企業や

サービス業では，資源の投入量そのも

のを管理する仕組みがないため，直接

的にマテリアルフロー分析を行うのは

難しく，これまでに資源投入量分析の

実施例は報告されていません．このた

め，NTT環境エネルギー研究所では，

情報通信業のマテリアルフロー分析を

目的として，まずは資源投入量につい

て，産業連関分析手法を用いて間接

的に分析する方法を検討しました．通

信事業におけるマテリアルフローの概

要を図１に示します．

産業連関分析

社会の経済活動は，各産業部門が

互いに網の目のように結びつき合って

生産活動を行い，製品やサービスを利

用者に供給しています．製品やサービ

スが最終部門に供給されるまでに，各

産業部門で別の産業部門からどれだけ

（何円分）の購入を行い，どれだけの

生産が行われ，生み出された製品や

サービスが別の産業部門にどれだけ販

売されたか，について年間にわたって

記録し，マトリックスとして一覧表に
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取りまとめたものが「産業連関表」で

す．産業連関表を用いた経済分析法

を産業連関分析と呼びます．

本研究における資源投入量の分析で

は，産業連関表に記述された取引につ

いて，各種統計を用いて物量で表示し

た「物質投入産出表」を利用して資

源の投入量を算出しています．

資源投入量マクロ分析技術

NTT環境エネルギー研究所では，情

報通信業のように大規模なインフラ設

備を保有する企業において，設備投資

等による資源の投入量を簡便に分析す

るために，産業連関分析手法を用いて

資源投入量を分析する「資源投入量

マクロ分析技術」を開発しました．

資源投入量マクロ分析手法は，設

備投資額や購入額といった経営指標を

用い，産業連関分析によって推計を行

う方法です．資源投入量マクロ分析手

法では，電気通信事業を対象とし，通

信設備の構築や保全のための直接的な

資源投入に加え，材料や物品の調達

先における間接的な資源投入が考慮さ

れています．このため，資源投入量マ

クロ分析手法によって得られる資源投

入量は，EMS（環境マネジメントシ

ステム）データのような集計値ではな

く，概算値となります．

資源投入量マクロ分析手法は図２

に示すように，運用時に投入される資

源について入力データを前処理する工

程と，製品やサービスを提供するため

の設備投資や物品の購入に伴って投入

される資源について産業連関分析法を

応用して計算を行うマクロ計算の工

程，そして計算された運用時の投入資

源と設備投資等による投入資源とを合

算し，大まかな分類で集計する後処理

工程の３つの工程からできています（4）．

入力するデータは，年間の設備投資
図１　情報通信事業のマテリアルフロー 
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図２　資源投入量分析技術のイメージ 
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額や売上高（表１）と， EMSに基づ

いて集計されている電力，天然ガス，

ガソリンなどのエネルギー使用量や紙

使用量（表２）です．これらの入力

データから，16種類，５分類の資源

について，年間の投入量がそれぞれ出

力されます（表３）．

（1） 入力データ前処理工程

入力されたEMSデータは，さまざま

な単位で集計されているため，重量単

位を揃える必要があります．そこで，

集計データの単位に従って換算式を設

定し，換算データを呼び出して計算処

理を実行します．原油や天然ガスなど

のエネルギー資源については，重量で

換算しただけではCO2重量との整合性

が取れないため，ここでは炭素含有量

の算出式も含んでいます．この工程に

より，運用時の資源投入量が比較で

きる重量単位で得られます．

（2） マクロ計算工程

入力された設備投資額や購入額，

売上高などのIR（ Investor Rela-

tions：投資家向け広報）データに，

該当する産業部門の物質投入算出表

の原単位データを乗じて，設備投資や

物品の購入による資源投入量を概算し

ます．物質投入算出表の原単位デー

タは資源によって単位が異なるため，

運用時の資源投入量と比較できるよう

に（1）と同様の処理を行って単位を揃

えています．

（3） 計算データ後処理工程

（1）と（2）で得られた運用時と設備投資

等による資源投入量のデータについて，

資源ごとの合算，運用時と設備投資

等の資源投入量の比較・合算，大ま

かな資源分類への整理を行います．

結果の利用

このようにして得られた資源投入量

を利用し，NTTグループ企業では，

図３に示すような情報公開に利用して

います（4），（5）．また，資源投入量の分

析結果を基に，図４に示すようなマテ

リアルフローで表すことができます．資

源投入部分は，設備投資に伴う直接

的な資源の投入および間接的なエネル

ギー資源およびそれ以外の資源の投入

と，運用に伴うエネルギー資源の投

入を示しています．消費部分は，投入

された資源やエネルギーの用途・排出

別を示しています．排出部分は，排出

されたCO2やリサイクル資源，最終処

分を示しています．

今後の課題

今回紹介した資源投入量マクロ分析

技術で得られる資源投入量の概算値に
表１　入力するIRデータの例

××会社

設備投資額
（あるいは購入額）

（億円）

設備分類

××設備

××設備

××設備

△△年

○○○

○○○

○○○

△△年

○○○

○○○

○○○

（a） 設備投資額あるいは購入額を利用する場合

××会社

売上高
（億円）

業務分類

××業務

××業務

××業務

△△年

○○○○

○○○○

○○○○

△△年

○○○○

○○○○

○○○○

（b） 売上高を利用する場合

表２　入力するEMSデータの例

EMS集計項目

ガス

重油（燃料）

ガソリン

軽油

電力

純正パルプ使用量

単　位

万m3

kl

kl

kl

億kWh

万t

△△年

○○○

○○○

○○○

○○○

○○○

○○○

△△年

○○○

○○○

○○○

○○○

○○○

○○○

表３　出力される資源投入量の種類と分類

資源の種類

原油燃料

石炭

天然ガス

原油原料

鉄

銅

鉛

亜鉛

アルミニウム

マンガン

クロム

ニッケル

砕石

砂利・採石

石灰石

素材（木材）

分　類

エネルギー資源

プラスチック原料

金属

建築材料

木材
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は，材料や物品の調達先における間接

的な資源投入が含まれているため，今

後は間接的な資源投入量と直接の資

源投入量を切り分ける方法や原単位

データの開発が課題となっています．

また，正確な誤差を測定するために，

情報通信業のように資源そのものの購

入を行わない産業での直接の資源投入

量を集計する方法も必要があると考え

られます．

さらに，投入量の分析に加えて，情

報通信業における資源の蓄積量や排出

量についても分析を進めていきます．
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マクロ分析手法に加えて，省資源対策な
どにも利用できる，ミクロ分析方法も視野
に入れた研究を続けています．
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図４　NTT 東日本・NTT 西日本のマクロ資源投入分析結果の利用 
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図３　NTT グループにおける結果の利用例 

お客さま 

環境負荷の全体像 

環境への取り組みを効果的，効率的に推進するため，事業活動におけるエネルギー・資源消費量と 
環境負荷の全体像を把握しています． 
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設置 
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