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THE GREEN VISION 2020

NTTグループでは2020年度に向け

た新しい環境ビジョンとして「THE

GREEN VISION 2020」を策定しま

した（1）．このビジョンでは「of」「by」

「with」と３つの目標が掲げられていま

す．その１つの「by」では，「“低炭素

社会の実現”に向けて，ICTソリュー

ションを利活用することにより2020年

までに社会全体で2 000万トン以上の

CO2排出量を削減する」としています．

この「by」の目標達成に向けて，

個々のICTソリューションのCO2排出

量削減効果を定量的に評価することが

必要となります．この評価ツールとし

てNTT環境エネルギー研究所では環境

アセスメント共通基盤を開発しました．

ICTソリューションの環境影響評

価技術

家電やLED電球などは，省電力化

が進んでおり，従来品と消費電力量を

比較し，省電力化の効果を定量的に

評価することができます．

ICTソリューションは，その特徴と

して作業の効率化や電子化による紙の

削減の実現などがあります．これらの

特徴は環境負荷の削減も実現すると考

えられますが，家電やLED電球などの

ように消費電力を測定して定量化する

ことは困難です．

そこで，ICTソリューションの特徴

を８つの活動に整理分類し（図１），

それぞれの項目ごとに，エネルギーや

物の使用量をCO2排出量に換算して

定量化します．これらを合計して，そ

のICTソリューションを利用した場合

のCO2排出量が計算されます．そして

ICTソリューションと同様な機能を持

つほかのサービスや方法（従来手段）

についても同様にCO2排出量を計算

し，比較することでICTサービスの

CO2排出量削減効果を評価します．

CO2排出量換算については，それぞ
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図１　環境影響評価の活動項目 

環境影響評価の活動項目 
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項　目 内　容 

材料エネルギー消費 紙，CD，書籍等の物の生産などに起因するCO2排出 

② 

③ 

④ 

ICT機器利用 IT機器のライフサイクルに起因するCO2排出 

ソフトウェア利用 ソフトウェアの設計，開発，使用に起因するCO2排出 

⑤ 物移動 トラック，鉄道貨物等による物の移動に起因するCO2排出 

⑥ 

人移動 航空機，電車，バス，車等による人の移動に起因するCO2排出 

⑦ 物保管 倉庫等の保管に起因するCO2排出 

⑧ 人執務 人がオフィスなどで執務を行うことに起因するCO2排出 

ネットワークインフラ 
利用 

ネットワーク設備を構成するインフラのライフサイクルに起因する 
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れの換算係数（排出原単位）を用意

することで，活動量からCO2排出量を

求めます．このときCO2排出量は，ラ

イフサイクルアセスメント（LCA）に

基づいて算出します．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関して環境に

与える影響を定量的に評価する手法で

す（図２）．

このようにすることで，多様な特徴

を持つICTソリューションのCO2排出

量を定量的に算出することができます．

この評価手法は日本環境効率フォー

ラムにおいて環境効率評価のガイドラ

イン（2）としてまとめられています．ICT

ソリューション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，このガイドライン作成にあたって，

中心的な役割を果たしました．

環境アセスメント共通基盤は，この

評価技術と評価に必要な原単位のデー

タベースを実装したものです．ユーザ

は，評価したいICTソリューションを

構成するICT機器や，利用手段を選

択し，それぞれの利用量（例えばICT

機器の場合は台数や使用時間など）

を入力することで，環境負荷量の評価

が可能となります．

環境アセスメント共通基盤の概要

環境アセスメント共通基盤のシステ

ム構成を図３に示します．システムは，

環境負荷量を算出する「LCA評価部」

と「各種データベース」からなります．

前者は環境負荷量の算出アルゴリズム

が実装されています．後者は算出に必

要な端末機器や通信ケーブルなどの通

信設備の製造，および廃棄段階での

環境負荷データや，使用段階での消費

電力の値をデータベースとして保有し

ています．ユーザは評価画面から，評

価条件を入力することで評価を行い

ます．

また，環境アセスメント共通基盤は，

２つの評価機能を保有しています．１

つは，評価項目を一画面にまとめた

「かんたん評価機能」，もう１つは評価

の目的に応じて評価項目をカスタマイ

ズできる「ICTサービス評価機能」で

す．ICTサービス評価機能は，評価し

図２　環境負荷算出の考え方 
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算出例：機器のCO2換算係数（＝原単位）に，「評価するソリューションでその機器を使用する割合」と「台数」を掛ける． 
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たいソリューションに特化したモデルを

定義し，より厳密な評価ができます．

一方で，広く一般的な利用にはかんた

ん評価機能が想定されるため，以下で

は，こちらを紹介します．

図４はかんたん評価機能の評価条

件入力画面です．この入力画面では，

８つの活動項目ごとに入力項目が用

意されており，また比較対象の従来手

段（画面左半分）と，ICTソリュー

ション（画面右半分）に分かれていま

す．評価に必要な項目に数値を入力し

評価を行います．

評 価 事 例

図５は，環境アセスメント共通基盤

を用いてTV会議システムと出張による

会議による比較を行った事例です．

TV会議システムは，遠隔地間をネッ

トワークで結び，映像と音声を伝送す

ることで，会議を実現し，会議を行う

ための人の移動を削減することができ

ます．

評価は，東京・横浜間で会議（年

間48回，１回当り２時間，移動人数

は２名）を行った場合と，東京・名古

屋間で同じ条件で会議を行った場合

の評価結果です．従来手段はいずれも

出張による会議としています．

TV会議ではICT機器利用による負

荷が発生しますが，従来手段の移動に

よる負荷よりも小さく，環境負荷削減

効果があることが分かります．

東京・名古屋で会議を行った場合

は，東京・横浜で会議を行った場合に

比べ，従来手段である出張の移動距離

が長くなり環境負荷が大きくなるため，

TV会議による削減効果がより大きく

なることが分かります．出張会議の移

動距離のほかにも，会議時間や回数，

移動人数の変動によっても，環境負荷

量は変化します．ICTサービスの環境

影響評価は，利用方法によって環境負

荷削減量が変化しますので，種々のパ

ラメータによって，削減効果がどのよ

うに変化するのかを確認するためにも，

環境アセスメント共通基盤は有効な

ツールとなります．

なお，環境アセスメント共通基盤で

は，この評価結果を，Excel形式の

ファイルとして保存可能であり，幅広

く活用できます．

NTTグループソリューション環境

ラベル制度

環境アセスメント共通基盤によっ

て，評価した結果は，NTTグループ

ソリューション環境ラベル制度の認定

申請に利用することもできます．

図４　評価条件入力画面 

入力項目（８つの「活動」） 

③ネットワークインフラ利用 

②ソフトウェア利用 

① ICT機器利用 

④人移動 

⑤物移動 

⑥材料・エネルギー消費 

⑦物保管 

⑧人執務 

「追加」ボタンにより，装置選
択画面がポップアップ表示さ
れ，装置追加が可能 

図３　環境アセスメント共通基盤のシステム構成 
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NTTグループソリューション環境ラ

ベル制度は，環境負荷削減効果が

15％以上の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と

ともに，環境ラベルと呼ばれるシンボ

ルマーク（図６）を付与する制度です．

この環境ラベルは，パンフレットや

Webサイトに記載でき，お客さまに環

境にやさしいソリューションであること

を一目で分かってもらうことを目指し

たものです．認定されたソリューショ

ンや，認定の根拠となる環境影響評価

の結果は，NTTグループのWebサイト

で掲載されますので，このWebサイト

からもお客さまにアピールすることが

できます（3）．本制度は2009年度より

スタートし，2011年度までに19件の

ソリューションが認定されました．

なお，環境ラベル制度そのものは，

ISO14020シリーズで規格化されてお

り本環境ラベル制度もこの規格に従っ

て運営されています．

今後の展開

冒頭に述べたように，NTTグループ

では「THE GREEN VISION 2020」

を掲げました．このビジョンの達成度

を測るためには，企業レベルでのソ

リューションの削減効果の合計値を求

めることが必要となりますが，実際に

NTTグループで提供しているソリュー

ションをすべて評価することは困難で

す．そこで今後はこの問題を解決し，

ビジョンの達成度を評価する技術の開

発を進めていきます．

さらに，環境アセスメント共通基盤

での評価事例を豊富にするなど評価時

のユーザの稼働を削減する仕組みを構

築し，ソリューションの評価を普及さ

せることで，NTTグループの環境への

取り組みに貢献していきます．

■参考文献
（1） NTT CSR推進室：“NTTグループCSR報告書

2010，”2010．
（2） 日本環境効率フォーラム：“平成17年度情報

通信技術（ICT）の環境効率評価ガイドライ
ン，”2006．

（3） http://www.ntt.co.jp/kankyo/protect/label/
index.html

（左から）北林 博人/ 飯橋 真輔/

武井 雄一郎

本システムを用い，評価条件を変えて評
価することで，ソリューションをどのよう
に使えば環境負荷が削減につながるのかが
感覚的に分かってきます．本システムが利
用者への新たな視点の提供につながれば良
いと考えています．
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NTT環境エネルギー研究所
環境推進プロジェクト
TEL 0422-59-2358
FAX 0422-59-8061
E-mail hannoe.shinsuke lab.ntt.co.jp

図５　TV 会議システムの評価結果 
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図６　NTTグループソリューション
環境ラベル


