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NTTグ ル ー プ で は，ITU-T勧 告
L.₁₄₁₀を活用して環境経営を進めてい
ます．ここでは，データセンタ向け省
エネルギー技術の推進，NTT研究所
で開発した製品やサービスによる環
境貢献度評価，およびソリューショ
ン環境ラベルについて紹介します．

NTTグループにおける
環境経営

NTTグル—プは，2010年11月に策
定したNTTグループ環境ビジョン

「THE GREEN VISION 2020」（図 ₁ ）
において，未来にわたって取り組むべ
き環境テーマとして地球環境における

「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 つのテー
マに対し，自らの事業活動に伴う環境
負荷の低減に努める「Green of ICT」，

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 す る

「Green by ICT」，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「Green 
with Team NTT」の 3 つのアクショ
ンを推進しています（1）．
「Green of ICT」は，ICT機器やネッ

トワーク，データセンタなどICT施設
の低消費電力化によるCO2排出量の削
減など，NTTグループ自身の環境負
荷低減に努める取り組みです．「Green 
by ICT」は，ICT活用により，人や
物の移動 ・ 消費の低減，エネルギー利
用やサプライチェーンの効率化，環境
影響の見える化などを実現すること
で，幅広い視点からあらゆる分野にお
いて，社会全体の環境負荷削減に貢献
していく取り組みです．「Green with 

Team NTT」は，NTTグループで働
く全社員に加え，NTTグループの
CSR（Corporate Social Re spon si bil-
i ty）に賛同する方々で構成される

「チームNTT」のマンパワーを活かして，
地域とともにさまざまな環境保護活動
に参加 ・ 貢献していく取り組みです．

一方で，ICTによってエネルギー利
用効率の改善や物の生産 ・ 消費の効率
化，人 ・ 物の移動を削減する働きに，
世界的に注目が集まっています．ICT
の導入を進めるためには，こうした働
きを定量的に評価する方法が必要とな
りました．NTT研究所では，ICTが
環境に及ぼす影響を「Green of ICT」

「Green by ICT」の両方の視点から算
出する手法を開発しています．これら
のうち製品 ・ ネットワーク ・ サービス
の全ライフサイクルにわたるCO2排出
量の算出方法についてITU-T（In ter-
na tion al Telecommunication Union-
Telecommunication Stan dard iza tion 
Sector）において勧告化を先導し，勧
告L.1410「ICT製品 ・ ネットワーク ・
サービスの環境影響評価手法」を制定
しました．ここでは，このL.1410を
活用した，NTTグループにおける環
境経営の推進について紹介します．

ITU-T L.1410を活用した
省エネ型データセンタの評価例

一般的に，データセンタでは床面積
単位で比較した場合に，オフィスの数
10倍程度の電力を消費することが知
られているため，省エネ技術の導入効
果を定量的に評価することで省エネ技

Green OF ICT
自らが事業活動に伴う環境負荷の低減に努めること

Green BY ICT
ICTサービスの利活用によって社会全体でのCO2
排出量削減に貢献しようというもの

Green WITH Team NTT
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もの

図 1 　NTTグループ環境ビジョン「THE GREEN VISION 2020」

ITU-T勧告L.1410を活用した
NTTグループの環境経営推進
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術の採用が進み，CO2排出量の削減に
つながることが期待されます．NTT
研究所では，省エネ型データセンタの
環境影響評価の対象として，NTTファ
シリティーズが保有する高効率空調，
高電圧直流給電，排熱利用をはじめと
する技術（表）（2）を組み合わせて導入
したデータセンタについて，ITU-T 
L.1410に基づきライフサイクル環境
影響評価（LCA）を実施しました．
ICT機器の年間消費電力総量が18万
3585 kWh/年のデータセンタについ
て，サーバ ・ 空調 ・ 電源，およびオフィ
ス空調の 1 年間の運用を対象として
評価した結果，年間で約 4 割のCO2排
出を低減する効果があることが明らか
となりました．本評価事例については，
ITU-T L.1410付属書として発行され
ています（3）．

研究開発成果の 
環境貢献度評価

NTTでは，NTTサービスイノベー
ション総合研究所，NTT情報ネット
ワーク総合研究所，NTT先端技術総
合研究所の 3 つの総合研究所で，ICT
にかかわるさまざまな研究開発を行っ
ています．そして，「THE GREEN 
VISION 2020」のもと，ICTの発展
に貢献しながら，環境負荷の低減にも
努めています（3）．2014年度より， 3 つ
の総合研究所を統合した環境マネジメ
ントシステムを効果的 ・ 効率的に運用
し，環境管理，環境負荷の削減に取り
組むとともに，環境に貢献する研究開
発成果の創出，提供を推進しています．
研究所から事業会社へ提供する研究開
発成果が，お客さま，ひいては社会全

体の環境負荷の低減に間接的に大きく
貢献し，地球温暖化防止に寄与してい
ます．ITU-T L.1410の考えに部分的
にのっとり，研究開発成果の環境への
貢献度を評価し，環境レポートで公表
するとともに研究開発にフィードバッ
クすることでNTTの地球温暖化防止
への貢献を明確にする取り組みを推進
しています．

2014年度は10件の研究成果に対し
て評価を実施しました．評価した研究
成果の中で特に環境への貢献度が高い

「次世代ネットワーク向け転送系システム
大容量ルーティングノード」「音声マイニ
ングプラットフォーム」については「環境
レポート 2015（4）」で紹介されていま
す．ここでは 2 つの研究成果につい
て，環境への貢献と併せて説明します．

■次世代ネットワーク向け転送系シ
ステム大容量ルーティングノード
大容量ルーティングノードは，次世

代ネットワーク（NGN）向け転送系
システムを構成するコアルータであ
り，二重化された 3 階梯スター構造と
なっています．エッジノードビルに設
置されるエッジルータに，サービス
エッジ（SSE）＊ 1の収容率が従来より
も高い，開発型インタフェース収容モ
ジュールを搭載したコアルータを適用
した場合について評価を行いました

（図 2 ）．従来型エッジルータと開発型
エッジルータで，同じ量の情報処理を
行った場合とを比較し，SSE収容率向
上による環境貢献度を定量化しました．

評価条件は，従来型エッジルータ 1

＊1	 SSE： 1 番低い階層で，アクセス回線を収
容するルータ．

表　省エネ型データセンタの省エネ技術一覧

分　類 省エネ技術 技術内容

空　調

高効率データセンタ
用パッケージ空調機

データセンタの特性に合わせて開発され，最新の送風機
や圧縮機により高効率運転を実現した空調機

間接外気冷房機能を
有するパッケージ空
調機

外気温の低い中間期から冬期にかけて外気冷熱を活用す
ることで，圧縮機を停止させつつ冷房機能を維持し，空
調消費電力を削減する空調機

局所冷却対応のため
のラック型空調機

高温サーバ近傍に設置するラック型の空調機で，サーバ
の高温排気を効率的に処理するとともに送風動力を低減
した高効率空調機

地中熱利用 夏期も冷涼な地中の配管に水を循環させ，冷房に利用す
る技術

気流制御 サーバの高温排気がサーバ給気面へ回り込むことを防止
し，空調機の運転効率を向上する技術

電　源 高電圧直流（HVDC）
給電システム

サーバ等への電力供給を，従来の100/200 Vの交流ではな
く380 V程度の直流で給電することで，電力変換段数を減
らすことができ，従来の交流給電と比べて電力損失の低
減を可能とする省エネ技術

排熱利用 サーバ排熱利用
サーバから発生する排熱をオフィス暖房に利用すること
により，データセンタとオフィス両方の空調消費電力を
削減する技術
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台当りのSSE収容数を154台，開発型
エッジルータ 1 台当りのSSE収容数を
240台＊ 2とし，それぞれ 0 系（現用装置）
と 1 系（バックアップ用装置）で二重
化されていると設定しました．

評価の結果，SSE収容数を240台と

した場合，従来型に比べて，195t-
CO2 /年（削減率37％）の環境貢献度
につながることが分かりました． 主
な削減要因は，エッジルータ 1 台当り
のSSE収容数の向上により，エッジ
ルータが 1 台（ 0 系 1 系合わせると

2 台）に集約されたことによる，ICT
機器利用の削減となりました．
■音声マイニングプラットフォーム

従来のコールセンタにおける通話分
析は，人手による録音の書き起こしの
ため，分析できる通話量が少量 ・ 主観
的 ・ 期間がかかるといった課題があり
ました．音声マイニングの技術を利用
することにより，これまで人手では困
難であった，大量通話を対象とした，
客観的 ・ 定量的な通話分析が，機動
的 ・ 迅速に実施可能となります．音声
マイニングプラットフォームは，コー
ルセンタにおける，オペレータとお客
さまの通話を録音し，音声認識技術を
用いた通話音声のテキスト化，音声言
語処理技術に基づく各種通話分析を実
施します．本プラットフォームを活用
することにより，センタ運営や提供商
品 ・ サービスの問題点の発見 ・ 改善指
針を得ることが効率化されます（5）．本
技術をコールセンタに適用した場合に
ついての評価を行いました．コールセ
ンタの通話分析を，すべて人手で行っ
た場合と，本技術を利用して分析作業
の一部を自動化した場合とを比較し，
本技術の環境貢献度を定量化しました

（図 3 ）．評価対象とするコールセンタ
の規模は，50席とし，全通話に対して，
年間12回（月 1 回）通話分析を実施
するものと設定しました．

評価条件は，従来手段では，記録さ
れた通話音声の聞き起こしを人が行
い，分析作業を実施するものとし，音
声マイニングプラットフォーム導入後

＊2	 開発型インタフェース収容モジュールの
SSE最大収容数．

PC

分析用
サーバ

急増課題の
原因を導出

「課題」の急増
時期を特定

「課題」の多い
サービスを特定

通話分析システムによる分析
テキストデータ

データ保
管サーバ

通話の自動
テキスト化

音声データ

音声記
録装置

通話音声データ
の保管

（b）　音声マイニングプラットフォーム

PC

急増課題の
原因を導出

急増課題の
ピックアップ

通話書き起こし

人手による分析

音声データ

音声記
録装置

通話音声データ
の保管

（a）　従来手段

図 3 　音声マイニングプラットフォーム評価モデル図

（a）　従来型エッジルータ （b）　開発型エッジルータ

※SSEは評価対象外です

SSE（240台）SSE ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

（ 1系）（ 0系）

CRS-3シングルシャーシ（16Slot）に，
従来型インタフェース収容モジュール
を搭載

※SSEは評価対象外です

SSE（240台）SSE

（ 1系）（ 0系）

CRS-3シングルシャーシ（16Slot）に，
開発型インタフェース収容モジュールを搭載

1系統当り
SSE収容数240のエッジルータ
を 1台利用

SSE収容数154のエッジルー
タを 1 台と収容数86のエッ
ジルータを 1台利用

 図 2  次世代ネットワーク向け転送系システム大容量ルーティングノード
  評価モデル図
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は，記録された通話音声のテキスト化
を自動で行い，さらに，分析作業の一
部も自動化するものと設定しました．

評価の結果，音声マイニングプラッ
トフォームを利用して通話分析した場
合，従来手段に比べて257 t-CO2 /年

（削減率98％）の環境貢献度につなが
ることが分かりました．主な削減要因
は，通話分析の自動化により，分析作
業にかかわる人の稼働が，大きく削減
されたことによるものでした．

NTTグループ
ソリューション環境ラベル

「NTTグループソリューション環境
ラベル」は，NTTグループが提供する
ICTソリューションにおいて，環境負
荷削減効果（CO2排出量削減効果）が
一定基準を上回るものを「環境にやさ
しいソリューション」として認定する
制度です（₆）．ICTサービスには，その
利活用によって社会の環境負荷削減に
貢献する効果を持つものがあります（7）．
NTTグループでは，CO2 排出量の削
減率が15％を超えるものを，「環境に
やさしいソリューション」として認定

し，サービスのカタログなどにマーク
を表示しています（図 ₄ ）．

このように環境負荷削減効果のある
サービスを提供することによって，お
客さま，NTTグループを含めて社会
全体の環境負荷削減をめざしていま
す．ICTサービスのCO2排出削減効果
は，日本環境効率フォーラムによって
まとめられた「ICTサービスの環境効
率ガイドライン」（8）に従って評価して
います．また，総務省が主催する「地
球温暖化問題への対応に向けたICT政
策に関する研究会」で2008年 4 月に
取りまとめた報告書には，このガイド
ラインを基にした「ICTによる環境負
荷低減の評価方法」が記載されていま
す．ITU-T L.1410には，この評価方
法の考え方が取り入れられています．

ここでは，2015年度および201₆年
度に認証されたソリューションのう
ち，比較的大きな環境負荷削減効果が
見込まれる 3 つのソリューションについ
て，評価結果と併せて説明します．
■NTTコミュニケーションズ
「Enterprise Cloud」
「Enterprise Cloud」は，ネットワー

ク ・ データセンタ ・ アプリケーショ
ン ・ セキュリティまで，通信キャリア
ならではの高い技術力，豊富なノウハ
ウを活かしたグローバルなクラウド
サ ー ビ ス で す（ 図 ₅ ）．Enterprise 
Cloudを利用することで，サーバやス
トレージなどを仮想化できるため，
CO2排出量が削減できます．評価条件
として，拠点数 4 カ所，社員数300人
の企業において，ストレージ容量₆900 
GBを確保したICT機器構成を 1 年間
にわたって運用管理した場合，従来手
段と比較して74％のCO2排出量削減効
果があるという結果になりました．
■NTTソフトウェア「TopicRoom」
「TopicRoom（トピックルーム）」は

ビジネス情報の共有をよりスピーディ
に，より安全に，シンプルに実現する
チャットツールです．図 ₆ のように，
PC，タブレット，スマ—トフォンで
も使うことができるため，相談したい
ことなどをその場でTopicRoomに発
言し，すぐに解決することができ業務
効率が上がります（9）．TopicRoomを利
用することで，会議のための移動や紙
の使用を削減することができます．

ネットワークサービスデータセンタサービス

SDN

セキュリティサービス
Enterprise Cloud

マネージドサービス

基幹系アプリケーション

Microsoft
DynamicsExchangeSAPOracle

図 ₅ 　Enterprise Cloudの概要
図 ₄ 　 NTTグループソリューション

環境ラベル
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評価条件として， 1 年間に品川，荻
窪，横浜，名古屋，大阪の各拠点から
各 1 人，計 5 人が48回会議を行った
場合，TopicRoomを使用した打ち合
わせと従来手段（出張会議）を比較す
ると，78％のCO2排出量が削減される
結果となりました．
■NTTデータ四国「BizInspect®」
「BizInspect®」は，建物や設備など

の点検 ・ 検査 ・ 調査 ・ 修繕などを行う

際にタブレット端末を用いて，点検項
目の確認 ・ 結果入力を行い，報告書の
自動作成 ・ 保存を行うソリューション
です（図 ₇ ）．従来の紙による運用で
は，持ち運ぶ資料の数が多く，また点
検個所を写真撮影したものを報告書に
まとめ直す作業に時間がかかりました
が，BizInspect®によって資料の軽量
化と業務の効率化が可能です．特に，
定期点検のような繰り返し行われる作

業では，前回の点検結果を確認するこ
とができるため，前回までの点検内容
を維持しながら効率的な点検を行うこ
とが可能です．点検資料および報告書
のペーパーレス化によって，紙資源が
削減され，紙資料の保管スペースも不
要となります．また，現場での点検作
業と，事務所での報告作業による二重
入力がなくなり，作業時間が削減され
ます．

評価条件として900拠点の点検場所
に対して， 1 年間に 4 回の点検とそ
の報告を行った場合，BizInspect®を
用いて建物の点検作業を実施すると，
従来手段で実施した場合と比較して， 
₆8％の削減効果が得られる結果とな
りました．

今後の取り組み

今後もNTTグループでは，ITU-T
において，ICTの社会貢献や環境負荷
削減効果についての訴求をめざしてい
きます．
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