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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

ICTと環境

ICT（Information and Communi-

cation Technology：情報通信技術）

のもたらす利便性は，インターネット

や携帯電話の急速な普及に代表される

ように，人々の生活を変え，社会構造

を大きく変えようとしています．一方，

インターネット常時接続などによるエ

ネルギー消費量の増加など，ICTが地

球環境に与える影響も大きくなってい

ます．

ICTが地球環境に与える影響は，図

１に示すようにマイナスの要因とプラ

スの要因があります．

マイナスの要因とは，「ICT自身の

環境負荷」で，ICT機器やネットワー

クの電力消費などのエネルギー消費や，

ICT機器の生産や設備を構築すること

による資源の利用，ICT機器の廃棄や

設備撤去に伴う廃棄物の発生が考え

られます．

一方，プラスの要因とは，「ICTサー

ビスによる環境負荷の削減」です．こ

れには，音楽配信・画像配信サービス

などで情報を電子化することにより，

CDやビデオの生産を抑制させるという

脱物質化や，TV会議やITS（Intelli-

gent Transport Systems：高度道

路交通システム）などによる移動の削

減や効率化，またSCM（Supp l y

Chain Management）や情報家電な

どによる産業・生活の効率化がありま

す．さらには環境啓発・環境教育を目

的としたICTの活用や，環境センサや

環境モニタリングなども環境負荷を削

減させる役割を果たすことが期待でき

ます．

このようにICTには地球環境に与え

る影響としてプラスとマイナスの側面

があり，マイナスの側面を最小化し，

プラスの側面を最大化するためには，

この２つの側面を“見える化”（数値

化）することが必要です．

ICT環境影響評価技術

ICT導入による環境影響を定量的に

評価するための国内における統一基

準として，日本環境効率フォーラム

によってまとめられた，ICTサービスを

活用した環境負荷削減のための取り組

みを評価する際のガイドライン「ICT

の環境効率評価ガイドライン（1）」があ

ります．ネットワークやICTサービスの

環境影響評価技術において先駆的な

研究をしているNTTは，本ガイドライ

ンの策定において積極的な役割を果た

しました．

本ガイドラインでは，ICTの環境負

ICT利活用による
環境負荷削減効果の“見える化”

地球温暖化問題は近年ますます深刻化していますが，ICTの進展はこの問
題解決の一助となることが期待されており，ICT利活用による環境負荷削減
効果を客観的に評価する手法等の国際標準化が求められています．本稿では，
その評価手法の技術概要を紹介するとともに，「ICTと環境」に関する国際標
準化活動について報告します．
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・ エネルギーの使用（ICT機器やネットワー 
 クの増加に伴う電力消費など） 
・ ICT機器の生産や設備構築による資源利用 
・ ICT機器の廃棄や設備撤去に伴う廃棄物の 
 発生 

・脱物質化（情報の電子化） 
・移動の削減（人流や物流の効率化など） 
・産業・生活の効率化 
・環境啓発・環境教育への ICTの活用 
・環境センサや環境モニタリング 

ICT自身の 
環境負荷 

地球環境に対するマイナスの要因 
 

地球環境に対するプラスの要因 
 

ICTサービスによる 
環境負荷の削減 

図１　ICT が地球環境に与える影響 
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荷評価を，ISO14040/JISQ14040

シリーズによるライフサイクルアセス

メント（LCA: Life Cycle Assess-

ment）に基づくことが望ましいと記さ

れています．LCAとは，製品やサービ

スについての原材料の採取から製造，

使用，廃棄に至るまでの各ライフサイ

クルステージにおいて環境に与える影

響を定量的に評価する手法です．

また，各ライフサイクルステージに

おいて評価する対象となる活動，すな

わちICTサービスの活用によって影響

がある活動として，評価対象とする項

目を，本ガイドラインでは表１のよう

に８つに分類しています．

本ガイドラインでは，表１③のネッ

トワークインフラ利用について，通信

方式（回線交換方式・パケット通信

方式）の違いによる環境負荷評価の単

位，寿命の異なる多数の通信設備で

構成されるネットワークインフラの評

価期間，設備分類（宅内機器・アク

セスネットワーク・コアネットワーク）

ごとの配分の考え方などが記されてい

ます．また，④のソフトウェア利用に

ついては，ソフトウェアの分類と環境

負荷の配分の考え方などが記されてい

ます．

さらに，本ガイドラインでは，環境

負荷評価を基に，複数のICTサービス

どうしの比較評価，もしくはICTサー

ビスと従来手段の比較評価をするため

の枠組みが記されています．ここでい

う，従来手段とは，例えば，TV会議

と出張会議を比較評価するときの出張

会議のように，ICTを用いない場合の，

既存の手段やサービスを指します．

ICTサービスの環境負荷低減効果を算

出する場合には，対象ICTサービスの

環境負荷量と，基準となるICTサービ

スもしくは従来手段の環境負荷量の差

分を評価します．

ここでは本ガイドライン記載のICT

環境影響評価技術の概要を紹介しま

したが，詳細については参考文献（2）

をご参照ください．

環境経営への応用

NTTグループでは，前述のガイドラ

インに記載されている環境影響評価手

法を用いて，ICTサービスの環境貢献

をお客さまに分かりやすくお伝えする

取り組みを推進しています．その取り

組みの例として，ICTサービスの環境

負荷削減効果をLCAの観点で定量的

に算出するツールである情報通信サー

ビス環境影響評価システム（3）や，環

境負荷削減効果が一定基準を上回る

ICTソリューションを「環境にやさし

いソリューション」として認定するソ

リューション環境ラベル制度（4），（5）が

挙げられます．これらの取り組みを通

じて，ICTサービスの利活用による環

境負荷削減効果の見える化を推進し

ています．

国際標準化活動

ICTの利活用による気候変動への影

響は世界的にも注目されています．前

述のガイドラインは国内での統一的な

評価手法を定めたものですが，国際標

準の評価手法はこれまで定められてい

ませんでした．国際的に通用する手法

を確立するうえでの課題として，

・公平性・妥当性・透明性を確保

すること

・国・地域での違いを考慮し，他

国・地域間での比較に利用可能

であること

・ICTセクタ以外の他セクタからの

納得性が得られること

が挙げられ，このような「ICTと環境」

に関する国際標準化を議論する場の必

要性が高まってきました．

このような背景の下， I T U - T

（International Telecommunication

表１　ICTのライフサイクルステージにおいて評価対象とする項目

活　動

①材料・エネル
ギー消費

②ICT機器利用

概　要

製品，部品，材料やエネルギー投入，排出，廃棄物の排出を伴う活動の
うち，②から⑧に該当するもの以外の活動
（例：情報紙・情報媒体・プリンタカートリッジの使用，水・圧縮空気の
使用）

パソコン，プリンタなどのICT機器を利用する活動
（例：運用のライフサイクルステージでは，ICT機器による電気の使用
など）

③ネットワーク
インフラ利用

ネットワークインフラを構成する設備を利用する活動
※ネットワークインフラとは電話サービス，インターネット接続サービ
ス（ISPサービス），データセンタによるストレージ提供サービスなど，
評価対象のICTが利用するICT関連サービスを提供する設備を指す

④ソフトウェア
利用

ソフトウェアを設計・開発・利用する一連の活動
※ソフトウェアとは個別ソフトウェア，業務パッケージ，ミドルウェア，
オペレーティングシステム（OS）などを指す

⑤物移動
製品や部品，材料などを輸送する活動
（例：輸送に伴うガソリン・軽油の消費，パレットや副資材の使用）

⑥人移動
顧客や従業員などが，各種交通機関を利用して移動する活動
（例：自家用車によるガソリンの消費，電車による電気の消費，バスによ
る軽油の消費）

⑦物保管
製品や部品，材料などを倉庫などで保管する活動
（例：倉庫の空調，照明で使用されるエネルギー）

⑧人執務
顧客や従業員などが，オフィスを利用して業務を行う活動
（例：オフィスの空調，照明で使用されるエネルギー）
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Union Telecommunication Stan-

dardization Sector）では2008年７

月にジュネーブで開催された電気通信

標 準 化 諮 問 委 員 会 （ T S A G :

Telecommunication Standardiza-

tion Advisory Group）にて，「ICT

と気候変動に関するフォーカスグルー

プ（FG）」が創設されました（6）．本

FGでは，ICT利活用による環境負荷

削減効果を客観的に評価する手法等

について，ITU-Tにおける迅速な国際

標準化に資することを目的とし，活発

な議論がなされました．2009年３月に

成果文書として取りまとめられ，前述

のガイドラインの内容についても

Methodology（ICT機器およびICT

利活用による他セクタの消費エネル

ギー削減量の評価手法）として掲載さ

れました．

その後，2009年４月のTSAG会合

にてFG終了後の検討体制について審

議され，SG5（Study Group 5）が

「環境と気候変動」に改組され環境問

題を中心に扱っていくことになりまし

た．これを受け，2009年５月のSG5

会合にて，図２のように，「ICTと気

候変動」作業部会（WP3/5：Work-

ing Party 3）が設立されました．

WP3/5は表２のように，５つの課

表２　ITU-T WP3/5の活動内容

課題 名前 背景・目的 検討内容

Q17/5

「 ICTと気
候変動」の
標準化に関
す る コ ー
ディネイト
と計画

・シナジー効果を高めるため，他SG，他の標準化団体と効
率的に連携し，重複を避けるために他の団体による活動
との関係を整理
・ICTと気候変動（ICT&CC）に関連する勧告間の関係を示
す概要の提供

・ICT&CCに関連する勧告の概要の作成と管理
・活動計画の改善のため，定期的に他SGや他団体と調整
・TV会議，テレワークやeラーニングのようなCO2排出緩和
のキーとなる技術の概要の提供と管理

Q18/5
ICT環境影
響評価手法

・ICTの利用による持続可能な社会の構築に向けて，対象，
透明性，実用的な用途を伴うICT環境影響評価の共通メソ
ドロジーを作成
・直接的ICT影響（Of ICT）と利活用による環境影響（By
ICT）の評価を検証する手法も含む

・ICT影響評価基準，システム境界，機能単位，原単位に関
するICT環境影響評価のメソドロジーに関する勧告作成
・共通の原単位の参照可能なデータベースに関するハンド
ブックの作成
・効率的な連携のため他のSGおよび団体と調整

Q19/5
給電シス
テム

・直流給電システムはコンバータが少ないため交流給電シ
ステムより電力効率性が高い
・高電圧直流給電（HVDC）により，給電ケーブルの細径
化が可能で，設備コストの低減も期待できるとともに，
細径化により施工性にも優れ，設置の自由度も高めら
れる

・HVDCの仕様（定格電圧，電圧変動範囲，異常時の電圧
範囲等）
・人および装置の安全性
・給電システムの構成と接地・接続方式
・給電方式によるシステム効率の評価（環境影響評価等）

Q20/5

ICTライフ
サイクル全
体にわたる
エネルギー
効率に関す
る デ ー タ
収集

・エネルギー効率性を改善する方法の模索
・ICT機器のライフサイクル全体のエネルギー効率性に関す
るデータの収集
・収集されたデータの分析とともに，Q18/5にフィード
バック

・Q18/5と整合のあるICT機器のエネルギー効率のデータ収
集方法の検討
・ICT機器のエネルギー効率性に関するデータの収集のため
のアンケートの作成
・アンケート結果分析と省エネ効果の優良事例に関する，
ハンドブックの策定

Q21/5

ICT機器や
設備の環境
保護とリサ
イクル

・環境への影響を削減するため，携帯電話やルータなどの
設備の環境にやさしい要求条件を作成することが重要
・リサイクルとリユースによる，安全で低コストのICT設備
の再循環の検討が重要

・電子機器廃棄物の削減，GSM携帯電話の充電コネクタの
仕様
・屋外設備・ICT機器・設備の環境影響の評価
・有害物質の抑制
・リサイクルの環境影響評価，ケーブル（メタル・光）の
リサイクル

SG5：環境と気候変動 

WP1：過電圧保護と安全 

WP2：エミッション，イミュニティと人体暴露 

Q17：「ICTと気候変動」の標準化に関するコーディネイトと計画 

Q18：ICT環境影響評価手法 

Q19：給電システム 

Q20：ICTのライフサイクル全体にわたるエネルギー効率に関するデータ収集 

Q21：ICT機器や設備の環境保護とリサイクル 

WP3：ICTと気候変動 

図２　ITU-T WP3/5 の課題構成 
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題（Q: Question）で構成されていま

す．すでに，Q21/5において携帯電話

向けの共通電源アダプタに関する勧告

が合意されるなど，WP3/5での議論

はますます活発になっています．

その中でQ18/5では，ICT環境影

響評価手法の勧告化に取り組んでお

り，図３のように，レベル別に分割さ

れた４つの勧告と，その全体像を俯瞰

するアンブレラ勧告で構成される勧告

シリーズの策定を現在進めています．

① 勧告シリーズの全体像：ICT環

境影響評価手法における共通原

則および各レベル別勧告の概要を

記載するものであり，2010年中の

合意を目指して現在勧告の策定

が進められています．

② ICT製品・サービス：ICT製

品，ネットワーク，ICTサービス

を対象とした環境影響評価手法

について記載するもので，2011年

度中の合意を目指して勧告の策定

が進められています．ここでは

LCAに基づいた評価手法の枠組

みや，比較評価の枠組みを検討し

ており，前述のガイドラインの内

容を提案しています．

③ ICTプロジェクト・レベル：

ICTプロジェクトを対象とした環

境影響評価手法を記載するもので

す．ICTプロジェクトとは，GHG

（GreenHouse Gas：温室効果

ガス）の排出削減を目的とした，

ICT製品やサービスを利活用した

一連の活動のことです．その一例

としては，エネルギー効率の優れ

たグリーンデータセンタの構築が

挙げられます．ICTプロジェクト

の環境影響評価手法を策定する

ことにより，将来的には，他国で

ICTプロジェクトを実施し，それ

により生じるGHG削減量の全部

もしくは一部に相当する量を排出

枠として獲得することで，自国の

削減目標の達成に利用することが

できるCDM（Clean Develop-

ment Mechanism：クリーン開

発メカニズム）やJ I（ J o i n t

Implementat ion：共同実施）

への適用が考えられています．

④ 組織レベル：企業・組織単位

でのICTのGHG排出量の算定・

報告について記載するものです．

⑤ 国レベル：国単位でのICTセク

タのGHG排出量の算定・報告方

法について記載するものです．

今後の展開

客観性や透明性が確保された，国際

標準の評価手法を策定し，NTTグ

ループが提供するICTサービスの環境

負荷削減効果を“見える化”するこ

とを推進していきます．
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2009．

（左から）林　 俊宏/ 折口 壮志/

染村 庸/ 杉山 泰之

ICTの利活用は私たちの生活を便利にする
だけでなく，環境負荷の削減にも大きな役
割を果たすと考えられます．国際標準化活
動を通じて，客観的な環境影響評価手法を
構築することが，ICTの新たな付加価値の確
立につながると期待しております．

◆問い合わせ先
NTT環境エネルギー研究所
環境推進プロジェクト
環境経営推進DP
TEL 0422-59-6926
FAX 0422-59-5681
E-mail hayashi.toshihiro lab.ntt.co.jp

図３　策定中の ICT 環境影響評価に関する ITU-T 勧告の一覧 

①L.methodology_umbrella（勧告シリーズの全体像） 

②L.methodology_ICT goods and services（ICT製品・サービス） 

③L.methodology_ICT projects（ICTプロジェクト・レベル） 

④L.methodology_ICT in organisations（組織レベル） 

⑤L.methodology_ICT sector in countries（国レベル） 


