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環境負荷低減への取り組み
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ITの活用による環境負荷削減効果を定量化する手法として，LCA（Life
Cycle Assessment）の適用を検討しています．インターネット接続サービスを
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例に，情報通信サービスにLCAを適用する場合の考え方と試算例について紹
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インターネット接続サービスのLCA評価モデル
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インターネット接続サービスのLCA評価結果
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環境効率とファクター
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LCA技術を基盤として，環境にやさしい
ネットワークおよび IT社会のグランドデザ
インの提案を進めていきます．
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