
ビジョン策定に至る世の中の動向

とNTTグループの位置付け

2008年度からの京都議定書第一約

束期間の開始以降，地球温暖化問題

を中心とした環境問題への関心は世界

中で急速に高まってきました．特に，

2013年度以降のポスト京都議定書を

めぐる国際交渉においては，2009年12

月のデンマークでの第15回気候変動枠

組条約締約国会議（COP15），2010

年12月のメキシコでのCOP16におい

て激しい議論が交わされました．また，

2010年10月には，名古屋で生物多様

性条約第10回締約国会議（COP10）

が開催され，企業レベルでの生物多様

性保全への取り組みにも注目が集まっ

ています．

このように，地球温暖化の防止や生

物多様性の保全などへの取り組みが国

際的にも重視される中，企業が果たす

役割への期待も高まっています．NTT

グループとしても2020年度に向けた新

しい環境ビジョンを策定し，社会へ発

信することは，日本を代表する情報通

信サービス企業として重要な使命と考

えています．

これまでの環境への取り組み

NTTグループは，1991年に「NTT

地球環境憲章」を定め，地球環境保

護へ全社で取り組む体制を構築しまし

た（図１）．その後，1999年に制定し

た「NTTグループ主要行動計画目標」

では，「温暖化防止」「廃棄物削減」

「紙資源削減」という３つの重点活動

項目において2010年度までの目標を

制定しました．また2006年には，ICT

サービスによってお客さまや社会の環

境負荷低減を目指した「NTTグルー

プ環境貢献ビジョン」を制定し，2010
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2020年度に向けた新たなNTTグループ環境ビジョン
～THE GREEN VISION 2020～

2010年11月，NTTグループは2020年度に向けた新たなNTTグループ環境ビ
ジョン「THE GREEN VISION 2020」を制定しました．「低炭素社会の実現」
「循環型社会の形成」「生物多様性の保全」の３つの環境テーマに対し，
「Green of ICT」「Green by ICT」「Green with Team NTT」の３つのアクション
でグループ一丸となって取り組んでいきます．
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図１　NTT グループの環境への取り組み経緯 

1987年　電力消費量を削減する取り組み 
 （Save POWER運動）を開始 

1991年　NTT地球環境憲章を制定 
 グループ全体で地球環境保護に取り組むための体制を整える 

1997年　TPR（トータルパワー改革）運動の開始 
 電力消費量の抑制にNTTグループ一丸となって取り組む 

2006年　NTTグループ環境貢献ビジョンを制定 
 ICTサービスの開発・普及によってお客さまや 
 社会の環境負荷低減への取り組みを実施 

2010年　THE GREEN VISION 2020を制定 

1999年　NTTグループ地球環境憲章を制定 
 NTTグループ主要行動計画目標を制定 
 （2010年度の目標を制定） 
 ・通信設備の電力使用に伴う温室効果ガス 
 ・通信設備の建設・撤去，オフィスから発生する廃棄物 
 ・電話帳などの紙資源 
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年度におけるCO2削減量の指標として

1 000万 tを掲げました．そして，2010

年11月，それらすべての目標が達成

見込みとなったことを受け，「NTTグ

ループ地球環境憲章」の基本方針に

「生物多様性の保全」を追加（図２）

したうえで，2020年度に向けた新たな

ビジョン「THE GREEN VISION

2020」（図３）を制定しました（1）．

THE GREEN VISION 2020

のコンセプト

THE GREEN VISION 2020では，

人類と地球が調和し社会の持続可能

な発展を実現するため，2020年に向

けてICTとグループ社員力で貢献して

いくことを目指しています．具体的に

は，｢低炭素社会の実現｣「循環型社

会の形成」「生物多様性の保全」を未

来にわたって取り組むべき３つの環境

テーマとしてとらえ，それぞれのテーマ

に対し，「Green of ICT」「Green

by ICT」「Green with Team NTT」

の３つのアクションで推進していき

ます．

環境ビジョンに掲げたこれら３つの

環境テーマは，NTTグループが重点的

に取り組むべき環境課題を，具体的な

目標とともに示したものです．例えば

低炭素社会の実現に向けては，国内グ

ループ会社からのCO2排出量の削減

と，NTTグループが提供するICTサー

ビスの利活用によって社会全体のCO2
排出量の削減を目指しています．同様

に，循環型社会の形成や生物多様性

の保全に向けても定量的な目標や具体

的な取り組みの考え方を定め，その達

成によって社会の持続的な発展に貢献

します（図４）．

また，３つの環境テーマに取り組む

ための３つのアクション「of」「by」

「with」ですが，Green of ICTとは，

自らが事業活動に伴う環境負荷の低減

に努めるというものであり，Green by

ICTは，ICTサービスの利活用によっ

て社会全体での環境負荷低減に貢献

しようというものです．そして，Green

with Team NTTは，グループの社員

やその家族が，地域とともにさまざま

な環境保護活動に貢献していくという

ものです．

低炭素社会の実現に向けて

NTTグループでは，地球温暖化を

防止するため，自らの事業活動に伴う

CO2排出量を削減するとともにICT

サービスを普及拡大させることで，社

会全体のCO2削減に貢献し，低炭素

社会の実現を目指します（図５）．

■自社のCO2削減

NTTグループは，1990年以降，イ

ンターネットや携帯電話の爆発的普及

による電力使用量の増加により，2008

年度のCO2排出量は1990年度に比べ

図２　NTT グループ地球環境憲章 

基本理念 
人類が自然と調和し，未来にわたり持続可能な発展を実現するため，NTTグループは 
すべての企業活動において地球環境の保全に向けて最大限の努力を行う． 

基本方針 
1．法規制の遵守と社会的責任の遂行 
2．環境負荷の低減 
3．環境マネジメントシステムの確立と維持 
4．環境技術の開発 

 
5．社会支援等による貢献 
6．環境情報の公開 
7．生物多様性の保全（2010年に追加） 

図３　THE GREEN VISION 2020



約2.4倍に増加しています．今後も

NGN（Next Generation Network）

のさらなるエリア拡大，高速・大容量

のLTE（Long Term Evolution）の

導入など最先端のブロードバンドネッ

トワーク基盤の構築やデータセンタの

増設などに伴う電力使用量の増加によ

り，現状の省エネ対策のままでは，

CO2排出量はさらに増加することを想

定しています．

しかしながら，グループ一丸となっ

て電力消費量削減に取り組む「TPR

（Total Power Revolution：トータ

ルパワー改革）運動」により，通信設

備・空調設備の改善・更新などの電気

通信設備の省エネルギー化から，クー

ルビズや照明の消灯などの社員１人ひ

とりの省エネ活動まで積極的に実施し

ていきます．さらに「NTTグループ省

エネ性能ガイドライン」に基づく省エ

ネ性能の高いICT装置の導入や省エネ

ルギー技術の研究開発の推進，太陽光

発電を中心とした自然エネルギーの導

入施策「グリーンNTT」の推進など

により，2020年度のCO2排出量は，

成り行きより200万 t以上低減させる

ことで，2008年度比で15％（60万 t）

以上の総量削減を目指します．

■社会全体のCO2削減

一方，ICTサービスを利活用するこ

とにより人やモノの移動が削減され，

エネルギー利用効率が改善されるなど，

社会全体のCO2排出量を削減する効

果が期待できます．NTTグループで

は，インターネットを利用したTV会議

やテレワーク，遠隔医療，電子申請な

どのICTサービスの提供や，ICTを用

いたハウスやビルのエネルギーの見える

化，創エネ・蓄エネ機器のコントロー

ルなど，スマートコミュニティの実現

に向けた取り組みにより，社会全体の

CO2排出量を2 000万 t以上削減する

ことに貢献します．

また，社会全体のCO2削減量を算

定・公表するためには，ICTサービス

ごとのCO2削減量を見える化する必要

があり，CO2削減量の算定手法につい

ては，日本国内だけでなく，国際的に

比較可能なかたちで標準化を進めるこ

とが重要です．NTTグループでは，

ICTサービスによるCO2削減量算定の

評価手法についても，国際標準化に向

け積極的に貢献していきます．

循環型社会の形成に向けて

限られた資源を有効利用するため，

NTTグループでは，自らの事業活動か

ら排出されるすべての廃棄物と紙使用

量を削減することで，資源循環型社会

の形成を目指します．

■廃棄物の削減

NTTグループの事業活動から排出さ

れる廃棄物は，建物の建設・解体な

どに伴う「建設廃棄物」，電柱や交換

装置，通信ケーブルなどの撤去に伴う
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図５　2020 年度に向けた CO2排出量の削減 

2008年度と同様の 
対策を継続した場合の 
CO2排出量 

NTTグループの 
CO2排出量 

社会全体の 
CO2削減量 

※2020年度目標設定の排出係数は，0.33 kg/kWh（電気事業連合会発表）を使用 

５倍以上の 
削減効果 

200万 t以上低減 

2008年比総量で 
60万 t削減（15％削減） 

NTTグループによる社会全体の 
CO2削減への貢献2 000万 t

169万 t
402万 t

1 000万 t

1990 2008 2010 2020（年度） 
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図４　2020 年度に向けた目標と取り組みの考え方 

低炭素社会 
の実現 

自社の 
CO2削減「OF」 

・2008年度より総量を15％（60万ｔ）以上削減 
（2008年度と同様の対策を継続した場合と比較し，200万 t以上削減） 

・ICT利活用により社会全体で2 000万ｔ以上の削減に貢献 
社会全体の 
CO2削減「BY」 

廃棄物の削減 ・全廃棄物合計の最終処分率を２％以下に低減 
・撤去した通信設備廃棄物のゼロエミッションを継続 

・2008年度より総使用量を30％以上削減 紙資源の削減 

事業活動を 
軸とした展開 

・事業活動と生物多様性の関係性を把握し，事業活動を通じた 
　保全活動を推進 

・事業との関連性にとらわれず広く，ステークホルダとともに 
　保全活動を推進 

社会への貢献を 
軸とした展開 

循環型社会 
の形成 

生物多様性 
の保全 

Green of ICT Green by ICT Green with Team NTT
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「通信設備廃棄物」，およびオフィスに

おけるビン，缶，ペットボトルなどの

「オフィス廃棄物」に大別されます．こ

れまでリユース・リサイクルに取り組

んできた結果，これら全廃棄物合計の

2008年度における最終処分率は，

2.4％まで低減しています．今後，老

朽化した建物の解体工事の増加などに

より，現状のままでは最終処分率が悪

化すると想定していますが，建物の長

寿命化やリユース・リサイクルに配慮

した設計・運用・処分を行うこと，お

よびリユース・リサイクルのための中

間処理を行い，最終処分場への廃棄

物の直接持ち込みゼロ化を徹底するこ

となどにより，2020年度の全廃棄物

合計の最終処分率を２％以下まで低

減させることを目指します．特に，撤

去した通信設備廃棄物については，

ゼロエミッション（最終処分率１％以

下）を継続していきます（図６）．

さらに，PCのリユース・リサイクル

事業の推進やICTサービス・ソリュー

ションによるペーパーレス化など，自

社だけでなく社会全体の廃棄物削減に

も貢献していきます．

■紙資源の削減

NTTグループは，電話帳や請求書

の発行に伴うお客さま向けの紙使用量

が多いという特徴があり，循環型社会

の形成には紙使用量を削減することが

重要です．電話帳については，回収し

た電話帳から新しい電話帳用紙を製造

するクローズドループリサイクルを推進

することで紙資源を有効活用するとと

もに，新規電話加入および移設時にお

ける電話帳要否確認の徹底などを行

い，電話帳発行部数の適正化も推進

していきます．請求書については，イ

ンターネットやメールで請求明細など

をご確認いただけるインターネットビリ

ングサービスを拡大させていきます．ま

た，オフィスでの紙使用量の見える化

や会議のペーパーレス化，電子帳票シ

ステムの活用などにより，事務用紙の

使用量も削減し，2020年度には，紙

の総使用量を2008年度比で30％以上

削減（総量で5.8万 t以下に削減）す

ることを目指します（図７）．

生物多様性の保全に向けて

NTTグループでは，生物多様性の

保全への取り組みをさらに推進させる

ため，基本方針のもと，新たに策定し

た２つの取り組みの考え方に基づき，

これまで進めてきた取り組みの改善と

さらなる発展をさせていきます（図

８）．

「事業活動を軸とした展開」では，

NTTグループの事業活動と生物多様

性との関係性を把握し，保全効果が

認められる取り組みを継続的に推進し

ていきます．具体的には，通信設備に

おける建設時のアセスメントと建設後

のモニタリングなどにより，生態系へ

の影響を把握し，保全に努めます．ま

た，事業で使用する紙資源などは生態

図６　2020 年度に向けた全廃棄物合計の最終処分率の低減 

2008年度と同様の 
対策を継続した場合の 
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図７　2020 年度に向けた紙資源の削減 
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系に配慮した調達を行い，水資源など

の利用においても必要最低限に抑え

る努力を継続します．さらに，事業で

培った技術や研究成果を活用した保全

の取り組みやインターネットを通じた

情報発信なども強化していきます．

「社会への貢献を軸とした展開」で

は，事業との関係性にとらわれること

なく，幅広い保全の取り組みを推進し

ていきます．例えば，森林保全活動な

どをさらに推進し，生物多様性を育む

森林の保護・育成に貢献するなど，地

域社会やNGOなどとも連携した取り

組みを進めていきます．

Green with Team NTTに

ついて

NTTグループでは，事業活動での取

り組みに加え，グループ社員１人ひと

りが，職場，家庭，および地域におけ

るエコ活動を実践し，環境負荷の低減

に取り組んでいく方針です．

環境ビジョンでは，Green of ICT，

Green by ICTに続くアクション，

Green with Team NTTを掲げてお

り，Team NTTである社員やその家

族，退職者を含めたNTTグループにか

かわる多くの方々の膨大なマンパワー

により，環境保護や地域貢献の活動を

推進します．

例えば，家庭における省エネルギー

を推奨し，社内の研修で修得したエ

コドライブを家庭でも実践することな

どでCO2削減に貢献したり，「環境ク

リーン作戦」と名付けた地域清掃活動

などを推進し，地域社会の美化にも貢

献します．

今後の展開

2011年度からは，THE GREEN

VISION 2020達成に向けた取り組み

を開始します．このビジョンの達成に

は，NTTグループ各社・社員が一丸

となって，さまざまな環境負荷低減に

向けた活動を継続的に実施する必要が

あります．したがって，グループ全体

での環境保護推進体制を再構築する

とともに，取り組みの実行管理もさら

に徹底させていきます．

そして2020年度に向け，NTTグ

ループの強みであるICTと社員力によ

り，社会全体の環境負荷を低減させ，

人類と地球が調和した社会の持続可能

な発展に貢献していきます．

■参考文献
（1） http://www.ntt.co.jp/csr/2010report/index.html

（左から）小松 武志/ 潮崎 浩則/

西　 一仁

NTTグループでは，新しい環境ビジョン
を旗印に，自社だけでなく社会全体の環境
負荷低減にグループ一丸となって取り組む，
“攻めの環境経営”を推進していきます．

◆問い合わせ先
NTT環境推進室
TEL 03-5205-5326
FAX 03-5205-5329
E-mail kankyo ml.hco.ntt.co.jp

図８　生物多様性保全の基本方針と取り組みの考え方 

基本方針 
生物多様性と事業とのかかわりを把握し，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する． 

取り組みの考え方 

●１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かかわりが深いことを認識し， 
事業特性に応じて関係する国内外の活動範囲とその影響を把握し，保全効果 
が認められる取り組みを継続的に推進します． 

●２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ス 
テークホルダとともに推進し，その成果を情報公開していきます． 


