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環境報告書発行について

会社概要

　NTT-AT グループは、企業活動が環境に与える負荷と、それらを低減するための活動に関して、利害関係者
の皆様にご理解いただき、コミュニケーションを深めるために 2003 年度より発行してきました。
　今回の報告対象期間は、2010 年度 (2010 年 4 月 1 日～ 2011 年 3 月 31 日 ) の 1 年間です。それ以前から継
続的に実施されている活動の紹介や、データの経年変化を示す場合など、必要と考えられるものについては
2009 年度以前の情報も記載しています。
　報告対象範囲は、NTT-AT グループの環境関連情報が中心です。当グループの企業活動全体を通して行った
環境負荷削減、環境保全、さらには環境に貢献している活動を記載しています。
　本報告書は、環境省のガイドラインと GRI(Global Reporting Initiative) のガイドラインを参考に作成さ
れた「NTT グループ会社環境報告書作成ガイドライン」を参考にすることにより、わかりやすさの向上など
に努めました。
　本報告書は NTT-AT 社公式ホームページ (http://www.ntt-at.co.jp/company/kankyo/) で公開しております。

正式社名　　　 エヌ ･ ティ ･ ティ ･ アドバンステクノロジ株式会社 
本社所在地 　　〒 163-0431　東京都新宿区西新宿 2-1-1 新宿三井ビル 
設立年月日　　 1976 年 12 月 
資本金　　　　 50 億円 
株主 　　　　　日本電信電話株式会社 
社員数 　　　　2,023 名　(2011 年 3 月末時点 )
事業内容 
　1.　インフラ系事業
　　　NW インフラ系ソフトウェア開発、NGN 関連検証業務、
　　　コア NW･ アクセス NW を含めたハードウェア開発、組み込みソフトウェア開発
　2. ソリューション系事業
　　　システムインテグレーション、NW インテグレーション、関連ソフトウェア開発、
　　　企業 NW の構築 ･ 保守 ･ 診断、NW セキュリティサービス、NW サービス開発
　3. プロダクトセールス系事業
　　　NW 関連・メディアアプリケーション関連のグローバルな商品販売 ･ 保守、
　　　先端材料開発 ･ 分析、光関連製品開発、環境マネジメント

グループ会社 NTT-AT システムズ株式会社　　　　NTT-AT テクノコミュニケーションズ株式会社
 　　　　　　 NTT-AT アイピーエス株式会社　　　NTT-AT クリエイティブ株式会社
 　　　　　　 NTT-AT エムタック株式会社　　　　NTT-AT ナノファブリケーション株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2010.10.1 に NTT-AT と合併）
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トップメッセージ

NTT アドバンステクノロジ株式会社
代表取締役社長

　この度の東日本大地震により被害を受けられた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

　NTT アドバンステクノロジグループ（以下、NTT-AT グループ）は、NTT グループの一員として、ビジネス
ソリューションの提供、通信ネットワークの開発・保守など、情報通信に係わる事業を幅広く行なっており、
今回の大震災で災害時における情報通信の重要性と、より安心、安全な情報通信システムおよびネットワー
クの必要性を痛感したところです。NTT-AT グループは、お客様が必要とする価値を先端の技術を用いて提供
する “Integrated-Value Provider” として、こうした必要性に応えるとともに、ひいては快適、安心、安全な
社会の実現に向け貢献して行きます。
　今回の大震災に起因した原子力発電所問題は、日本の地球温暖化対策も見直さざるを得ない大きな問題に
発展する可能性があります。一方世界的には、より一層の地球環境問題への取り組み強化が求められる状況
にあり、日本全体が新しい発想で地球環境問題を再検討する必要があります。このような状況の中 NTT-AT
グループは、地球環境問題を継続して取り組まなければならない重要な課題と認識し、今後とも確実に対策
を推進して行きたいと考えています。
　さて、2010 年度の環境への取り組みを顧みますと、当社は改正省エネ法で新たに規定された特定事業者の
指定を受けました。従来から使用エネルギーの削減には積極的に努めてきましたが、これを機会に企業全体
として定量的な削減目標を策定し、より一層の省エネを推進することにしました。具体的には、情報通信機
器の省エネ化が進んでいることに着目し、パソコン・サーバの計画的更改およびサーバの集約化により当社
の全電力使用量を 1% 削減する計画を策定し、目標を達成しました。また、CO2 削減の視点からは、提供す
る商品・サービスについてライフサイクルアセスメントによる評価を実施し、商品・サービスをお客様にご
利用いただくことにより、どの程度 CO2 の削減効果があるのかを定量的に評価し結果を公開しました。本取
組も 4 年目となり、2010 年度は新たに 5 つの商品・サービスを対象として追加しました。有害物質対策に関
しましても、2006 年から継続的に取り組み、現在弊社ブランド商品の内 17 製品が RoHS 指令適合製品となっ
ています。
　これらの活動の結果を、具体的な事例の紹介を含めて環境報告書 2011 としてまとめました。ご高覧いた
だき、ご意見をいただければ幸いです。
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環 境 方 針

基本理念
　NTTアドバンステクノロジ株式会社及びグループ会社は、NTTグループ環境ビジョン「THE 
GREEN VISION 2020」の実現に向けて、｢低炭素社会の実現｣、「循環型社会の形成」及び「生
物多様性の保全」を重要なテーマとして、事業活動において最大限の環境配慮に努めます。
また、ICT( 情報通信技術 ) を駆使する新しい時代のビジネス環境、社会環境に必要とさ
れる真の価値を創出し、お客様へ提供する “Integrated-Value Provider” として、環境
負荷低減に配慮した総合ソリューションや先端技術製品の提供を通じ、地球環境に優し
い社会の実現を目指します。

基本方針
1. 当グループの先端技術と開発力を活かし、環境問題の解決に貢献します。

（1） 社会の環境負荷低減に資する商品・サービスの提供に努めます。 
（2） 環境汚染の予防と環境リスクの低減を推進します。 

　　　・商品の環境負荷の低減 
　　　・事業活動における省資源及び省エネルギー 
　　　・廃棄物の適正管理 
  
2. 環境関連法規、規制及びその他の要求事項を順守します。 
3. 定期的な内部監査、マネジメントレビュー等により、環境マネジメントシステム　
　 の継続的改善に取り組みます。 
4. 環境保護活動に関する情報を環境報告書の発行等で広く社内外に公開します。 
5. 社員に対する啓発活動を行うとともに、事業のパートナーに対しても環境保護活
　 動への理解と協力を要請します。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　2011 年 4 月 1 日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＮＴＴアドバンステクノロジ株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役社長

　NTT-AT グループでは、グループ一丸となって、環境配慮の取り組みを実施していくため、環境方針
を制定し、公開しています。新たな NTT グループビジョンや近年の環境に対する社会の動向を考慮し、
新たに環境方針を制定しました。この方針の下に NTT-AT グループ全社を挙げて活動しています。

NTT-AT グループ環境方針
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　商品 ･ サービスの環境負荷の低減
　NTT-AT グループでは 2002 年に「製品アセスメント規程」を制定し、NTT-AT グループで設計、または仕様
を作成する商品についてはすべて製品アセスメントを実施しています。さらに、その結果を元に環境への影
響の大きい商品などについては環境負荷低減の取り組みを行っています。その中で、有害物質の全廃（RoHS
指令適合）については環境目的・目標に設定し、継続して取り組んでいます。

　環境に貢献する技術開発
　NTT-AT グループでは、先端技術と開発力を活かし、環境負荷の低減に貢献するシステム、省エネ商品、サー
ビスなどを世の中に送り出しています。
　その環境負荷低減効果を「見える化」するため、2007 年度よりライフサイクルアセスメント（以下、LCA）
を実施し、自社商品やサービスがお客様で使用された場合の CO2 削減効果を定量的に評価し、情報を公開す
る取り組みを始めました。
　これまでに、17 の商品・サービスの LCA 評価を行いました。その結果、2007 年度～ 2009 年度の販売実績
から計算された CO2 削減効果は 26,900t と推定しています。
　LCA によって一定以上の CO2 削減効果が確認できた商品やサービスへは TypeII 環境ラベル「AT-ECO」の表
示を行っています。

　調達物品の環境配慮化
　NTT-AT では 2004 年度にグリーン調達ガイドラインを制定し、グリーン調達に取り組んでいます。自社で
仕様を決めるものについては上記の製品アセスメントを行い、環境へ配慮した商品を調達するよう努めてい
ます。

　事業活動における環境負荷の低減
　NTT-AT グループでは、ISO14001 の環境マネジメントシステムを運用し、継続的に改善活動を実施すること
で事業活動から生じる環境負荷の低減に取り組んでいます。省エネ運動、レスペーパー、ゴミの分別はすで
に日常業務の中で定着しています。さらに、2010 年度に改正省エネ法の特定事業者に指定され、NTT-AT グルー
プで使用する機器の省エネ化などにより毎年 1% の省エネ計画を策定、実行していくこととしています。

～ THE GREEN VISION 2020 との関わり～
　NTT グループ環境ビジョン「THE GREEN VISION 2020」にのっとり、｢ 低炭素社会の実現 ｣、「循環型社会

の形成」および「生物多様性の保全」に貢献するため、事業活動において以下の取り組みを実施しています。

NTT-AT グループの事業と環境への取り組み

　商品 ･ サービスの環境負荷の低減

　環境に貢献する技術開発

　調達物品の環境配慮化

　事業活動における環境負荷の低減
　NTT-AT グループでは、ISO14001 の環境マネジメントシステムを運用し、継続的に改善活動を実施すること
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NTT-AT グループの環境ビジネス

　「サーフクール」シリーズは太陽光の近赤外線（熱線）を効率良く反射さ
せる特殊な顔料を使用した遮熱塗料です。
　「サーフクール」シリーズを建築物表面（金属 BOX、屋上、屋根、壁面など）
に塗装することで、近赤外線を反射し表面温度を下げ、その結果、建築物内
部に伝達する温度を抑える機能を持つ、ヒートアイランド対策にお応えでき
る商品です。
　「サーフクール」シリーズのその他の特長として、断熱性を付与していな
いことが挙げられます。構造物内部に熱を発生させる機器を有する場合、断
熱性を付与しない「サーフクール」シリーズであれば、内部から発生する熱
は外部に排出されます。（図 1）

（右） 担当課長　本間　浩一

（左） 主査　志水　健

～遮熱塗料「サーフクール」シリーズ～
先端プロダクツ事業本部　環境ビジネスユニット

担当課長　本間 浩一
主査　志水　健

　NTT-AT では、10 年以上前から環境ビジネスを展開しており、さまざまな商品・サービスを通じてお客様の
環境対策の支援をさせていただいています。具体的には ISO14001 環境マネジメントシステムの構築・運用支
援、ライフサイクルアセスメント (LCA) のコンサルティングや評価支援、および省エネ支援商品などの商品
販売を行っています。
　このたびの未曾有の災害、東日本大震災で、私たちが直面した電力供給不足に対し、各企業の責任として、
節電対策を行っていかなくてはならなくなりました。NTT-AT では、節電に向けた「電力の見える化」、「電力
制御、削減」などの電力管理ソリューションの提供を行い、お客様の節電対策の一助となればと考えており
ます。
　ここでは、太陽光の近赤外線（熱線）を効率良く反射させる特殊な顔料を使用した遮熱塗料の「サーフクー
ル」を紹介します。

図１　遮熱塗料の仕組みの違い
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　　遮熱塗料「サーフクール」シリーズの活用方法
　「サーフクール」シリーズは、用途により各種ラインナップがあります。（表 1）

表 1　「サーフクール」シリーズ

サーフクール サーフクール S サーフクール W

部位 屋上 屋根、外壁など

主な用途 窯業系（コンクリート面） 金属面 金属面、窯業系

溶剤 水系 弱溶剤系 水系

色相
N4 グレー、N6 グレー、

ダークグリーン、レンガ、
ライトブルー

白、グレー、N7 グレー、ブルー、グリーン、ベージュ、
ワインレッド、チョコレート

施工法 ローラー ローラー、刷毛、スプレー

　今回紹介した「サーフクール」シリーズを建築物に塗装することで、表面温度だけでなく、結果的に室内
の温度上昇を抑えられ、空調の負荷を低減させることにより電力の使用量削減に繋げることができます。

　今後も積極的な営業活動を推進し、お客様に「サーフクール」シリーズの導入を普及していくことで、環
境対策（省エネルギー化）に貢献できればと考えています。

図 2　白熱灯照射による室内遮熱性試験

　　　　塗膜の表面温度測定結果

　　サーフクール S の遮熱性能
　「サーフクール」シリーズのグレー色の場合、一般
塗料の同色に比べて表面温度を約 30℃以上低減させま
す。（図 2）

　　サーフクール S の遮熱性能

　　遮熱塗料「サーフクール」シリーズの活用方法

　一方、一般建材用遮熱塗料は断熱材を有しており、内部から発生する熱は外に排出されず、内部温度が上
昇し、空調の稼働が多く発生する原因となります。
　冬季において、一般建材用遮熱塗料は内部発熱により内部温度が外気温より高くなっても外部に熱が排出
されないため、年間を通じて空調を稼働させる必要があり、電力の使用量削減は期待できません。「サーフクー
ル」シリーズは塗装方法で断熱性を持たせる施工も可能であり、室内の運用状況により選択することが可能
となります。
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省エネルギー対策への取り組み特集１

　NTT-AT では、これまで空調温度の適正設定やパソコンなど省エネ設定など、さまざまな省エネ施策を行っ
てきました。当社事業所はすべて他社のビルにテナントとして入居しており、すべての入居ビルで、当社の
使用する電力などのエネルギー使用量が専用メーターで測られていませんでした。そのため、エネルギー使
用量の把握が困難であり、施策の効果が測定できませんでした。
　しかし、2009 年度の省エネ法の改正により、エネルギー使用量の推計値をビルオーナから得られるように
なり、全社的なエネルギー使用量を把握できるようになりました。その結果、2009 年度のエネルギー使用量は、
原油換算で、約 2,700kL となり、2010 年 10 月、省エネ法の特定事業者に指定されました。

　省エネ法の規定により毎年１% の省エネ化を図ることが求められ、その施策を検討するため、事業所内で
使用している、照明、パソコンなどの台数を把握し、それを基に、電力使用量の分析を行いました。結果を
表 1 に示します。冷暖房に係わるエネルギーは、ビルオーナからの按分データなどを基に全エネルギー使用
量の約半分と推定し、その他の電力使用割合を算出しています。その結果、冷暖房に次いでエネルギー使用
量が大きいものは、パソコン・サーバ類および照明用の蛍光灯です。これは、NTT-AT は、ソフトウェアの作
成が売り上げのかなりの部分を占めていること、また、弊社ブランド製品は、製造の大部分を他社に委託し
ていることが要因であると考えました。

表 1　電力使用の分析結果　（エネルギー使用量に占める割合、推計値）　　　[ 単位：%]

ノート PC 
デスクトッ

プ PC
サーバ プリンタ コピー機 FAX 蛍光灯 冷暖房 その他

2 7 14 1 1 0 10 50 16

　冷暖房に使用するエネルギーが一番大きいのですが、ISO14001 を 2003 年に全社認証登録をして、ソフト
面での対策はかなり進んでいます。また、空調設備の多くはビルオーナが設置しているものであることから、
これらの改善は困難です。
　そこで、次いでエネルギー使用量の多いパソコン・サーバ類の省エネ化を検討しました。パソコン・サー
バは、省エネ化が進んでいること、サーバは、性能も向上していることから集約が可能となっているため、5
年以上前に購入した機器の計画的更改とサーバの集約化を目標としました。
　また、パソコンの省エネ設定に誤解があることがわかり、徹底を図りました。

NTT-AT は、会社全体として多くのエネルギーを使用しているため、省エ
ネ法の特定事業者として 2010 年 10 月に指定されました。
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　表 2 に PC、サーバの更改、削減計画と実績を示します。
　パソコン、サーバの更改・削減実績は、計画数 279 台に対して、455 台であり、計画値を上回りました。
更改以外の新規購入が 149 台ありましたが、実質的に削減計画を達成できたものと考えています。これらに
より、1% の省エネができたと推計しています。

表 2　PC、サーバの更改、削減計画と実績　　[ 単位：台数 ]
PC、サーバの更改・削減計画 PC、サーバの更改・削減実績 サーバの更改以外の新規購入

279 455 149

　実際の 2009 年度と 2010 年度のエネルギー使用量は表 3 の通りでした。
　2010 年度に子会社である NTT-AT ナノファブリケーション株式会社を合併したため、エネルギー使用量は
増えていますが、エネルギー原単位で、2.6% の改善となりました。NTT-AT の省エネ努力が反映された結果と
思われます。ただ、NTT-AT は、多数のビルに分散して入居しており、改善となった原因を明確にすることは
困難な状況です。今年度は、2010 年度の結果にとらわれず、エネルギー使用量の分析精度を高めるとともに、
前年度比１% のエネルギー削減計画を策定し、実施する予定です。

表 3　エネルギー使用量とエネルギー原単位比
2009 年度 2010 年度 比（2010/2009）

エネルギー使用量
[ 原油換算：kL]

2,677 2,759 103.1%

エネルギー原単位（注） 100 97.4 97.4%

注：原単位の分母は、延べ床面積に一部事業所で売り上げなどを加味したものを使用しています。
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＜部署 A ＞

　「QpIDeal」は資産管理 / 在庫管理や入退出管理に適した
汎用 ID 管理システムで、マルチサーバ、マルチデータベー
ス対応のためネットワーク経由で複数のロケーション管理
を効率的に行うことが可能です。
　「QpIDeal」の導入事例として、複数のロケーションがあ
る企業の固定資産備品管理および現況調査があります。QR
コード、QR コード対応ハンディーターミナル、ネットワー
クサーバを利用し、QR コードの利用による現況調査の作業
の効率化とネットワークサーバによるデータ管理業務の効
率化による人の稼動の削減から、環境負荷を削減します。
これらを実証するため日本環境効率フォーラム ｢ICT の環境
効率評価ガイドライン｣ にのっとった手法により環境改善効果を定量的に把握しました。
　その結果、従来の物品ラベルを目視で行う方法の現況調査と比較すると、CO2 削減率は 40% であることがわ
かりました。

　評価モデル

従来手段 QpIDeal

ネットワークシステム事業本部　システム応用ビジネスユニット
主査　三村　浩之

　評価モデル

商品・サービスの環境貢献度評価

～ QpIDeal ～
特集２

「QpIDeal」担当メンバー

＜主幹部署＞

　■環境影響要因
　　・デスクトップ PC、モニタ、ネットワーク（B フレッツ *、社内 LAN ）
　　・人の稼動（現況調査準備、現況調査実施、調査結果投入作業）

調査は 2 人で実施

＜部署 A ＞

＜主幹部署＞

　■環境影響要因
　　・ デ ス ク ト ッ プ PC、 モ ニ タ、 サ ー バ、 ハ ン デ ィ ー タ ー ミ ナ ル、
　　　ネットワーク（B フレッツ *、社内 LAN ）
　　・人の稼動（現況調査準備、現況調査実施、サーバへのアップロード、
　　　ダウンロード）

調査は 1 人で実施

ハンディーターミナル

ネットワーク

ネットワーク

*　Bフレッツは、NTT東日本およびNTT西日本の登録商標です。
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商品紹介ページ（ http://www.ntt-at.co.jp/product/qpideal_web/）

【評価条件】
◆社員数 2,000 人、固定資産・備品が合計 30,000 点、ロケーションが 23 か所に分散している会社での現況
　調査（年 1 回）を実施する。
◆現況調査時間　従来手段：のべ 1,250 時間、「QpIDeal」：のべ 500 時間
◆電力原単位：0.444kg-CO2/kWh

　LCA 評価結果の活用法と今後の方向性に関して
　これまで、業務の効率化を図る商品の開発を進めてきましたが、今回の LCA評価により稼動削減による業
務効率化だけでなくCO2 排出量の大幅削減にも効果があり、環境にやさしい製品であることが明らかになり
ました。今後は、業務の効率化、環境負荷の低減の両方を実現するシステムとして、お客様に提案していく
と共に、さまざまな業務に利用できるラインナップを取り揃えていきたいと考えています。

これまで、業務の効率化を図る商品の開発を進めてきましたが、今回の LCA評価により稼動削減による業

※ 1　ICT システムの内訳：デスクトップ PC、ネットワーク
※ 2　ICT システムの内訳：デスクトップ PC、ネットワーク、サーバ、ハンディーターミナル

従来手段 QpIDeal
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　「AT WATCH NET」は、USB 接続の人感センサモジュールで、機器の省エネ対策に活
用することができます。
　「AT WATCH NET」の導入事例として、展示ルームのPCに「AT WATCH NET」を接続し、
モニタの電力使用の削減対策があります。モニタの前に人が来ると人感センサが反
応し自動でモニタ電源がオンになります。また、センサ反応時以外はモニタが自動
でスリープ状態となるため、不要な電力使用による環境負荷を低減する効果があり
ます。
　これらを評価するため、日本環境効率フォーラム ｢ICT の環境効率評価ガイドライン｣ にのっとった手法に
より環境改善効果を定量的に把握しました。
　その結果、従来のモニタを常時オンしている状態と比較して、CO2 削減率は 37% であることがわかりました。

　評価モデル

ネットワークシステム事業本部システム応用ビジネスユニット
白岩　秀基

　評価モデル

商品・サービスの環境貢献度評価特集２
～ AT WATCH NET ～

従来手段 AT WATCH NET
　■環境影響要因
　　・デスクトップ PC、モニタ

　■環境影響要因
　　・デスクトップ PC、モニタ
　　・AT WATCH NET IR_mini

AT WATCH NET IR_mini

＜モニタ＞
電源オン時間
　　⇒ 2 時間 / 日
スタンバイ
　　⇒ 6 時間 / 日

＜モニタ＞
電源オン時間
　　⇒ 8 時間 / 日
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【評価条件】
◆ 1 年間の展示ルームの営業時間内（年間 240 日、1 日 8 時間）、モニタ（42 型）の前に立つ人へ映像を

表示する。

　パソコンをモニタに接続し、映像を表示する方法で、パソコンは 1 日 8h 通常動作している。

◆モニタの状態  従来手段：1 日 8 時間モニタの電源オンの状態

　　　　　　　　「AT WATCH NET」：1 日 2 時間、人感センサ反応時にモニタは電源オン状態。

　　　　　　　　　　　　　　　　1 日 6 時間はスタンバイ状態。

◆「AT WATCH NET IR mini」：1 日 8 時間電源オンの状態。モニタ 1 台に 1 台設置。

　LCA 評価結果の活用法と今後の方向性に関して
　昨今企業において節電の意識が高まっており、デジタルサイネージなどでも「見せる＋ ECO」といったこ

とが必要となっています。本評価での節電効果、CO2 排出量の削減効果により、お客様からお問い合わせを

いただくことが多くなりました。

　今後は、人感センサ以外のセンサも含めたトータル的な環境センサを用いたツール開発、ソリューション

の提案を目指します。例として、人感センサと温度センサ、明るさセンサを組合せたような快適空間システ

ムの開発といったことを目指しています。

　今後も環境負荷の低減を目指しお客様に提案していくと共に、さまざまな業務に利用できるラインナップ

を取り揃えていきたいと考えています。

商品紹介ページ（ http://www.ntt-at.co.jp/product/awn/）

AT WATCH NET従来手段
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　「WarpDesk Plus（ワープデスク プラス）」 は、シンクライアント端末に必要な
専用 OS、ドライバ、シンクライアントソフトを組み込んだ指紋認証 USB デバイス
です。「WarpDesk Plus」を使用し端末を起動した場合、その端末のハードディス
クは起動しないため、大切な機密情報が端末に漏れることは一切ありません。社
外からでもセキュアに、スピーディにいつもどおりの PC 業務を遂行することが
出来ます。また、「WarpDesk Plus」は、WOL（WakeOnLAN）にも対応しているため、
社内の PC が起動していない場合でも、遠隔地から起動することが可能です。
　導入事例の１つに、出張の多い営業員による「WarpDesk Plus」の使用があげら
れます。「WarpDesk Plus」を使用すると、メール確認や決裁などが社外からも可
能な為、出張中に一旦帰社する必要がなくなります。その結果、人の移動の削減となり、環境への負荷を低
減することが可能です。
　そのことを実証するため ｢ICT の環境効率評価ガイドライン｣ にのっとった手法により環境貢献度評価を実
施し、環境改善効果を定量的に把握しました。
　その結果、「WarpDesk Plus」を利用しない従来手段と比較すると、「WarpDesk Plus」を利用した場合の CO2

削減率は 20% であることがわかりました。

　評価モデル

ネットワークソリューション事業本部　応用 NI ビジネスユニット
主任　瀬木　貴裕

　評価モデル

商品・サービスの環境貢献度評価特集２
～ WarpDesk Plus ～

従来手段 WarpDesk Plus
　■環境影響要因
　　・HDD 有りノート PC、ネットワーク（B フレッツ *、社内 LAN ）
　　・人の移動（電車、バス、自動車、バイク）

＜出張先＞

＜勤務先＞

　■環境影響要因
　　・HDD レスノート PC、共用サーバ、VPN 対応ルーター、携帯電話
　　　WarpDesk Plus、ネットワーク（B フレッツ *、FOMA**、社内 LAN）
　　・人の移動（電車、バス、自動車、バイク）

＜自宅＞

＜自宅＞

＜勤務先＞

＜移動手段＞
電車・バス

バイク・自動車

＜移動手段＞
電車・バス

バイク・自動車

FOMA

ネットワーク

VPN 対応ルータ

共用サーバWarpDesk Plus

*　Bフレッツは、NTT東日本およびNTT西日本の登録商標です。
**FOMAは、NTTドコモの登録商標です。

＜出張先＞※ HDD 有りノート PC は常に持ち
　歩く ※ HDD レスノート PC、携帯電話、

　WarpDesk Plus は常に持ち歩く
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商品紹介ページ（http://www.ntt-at.co.jp/product/warpdesk/）

【評価条件】
◆営業員 10 名における、1 年間の出張を含む移動、および業務の遂行
◆１年間の出張状況：出張日数 156 日、出張のない日 84 日
◆移動距離、および移動手段は、『平成 11 年度　都市における人の動き－分析結果からみた都市交通の特性－』
　を利用した。

　LCA 評価結果の活用法と、お客様の反応
　お客様は、いかにして情報漏洩から顧客情報や社内情報などを守っていくか／環境問題に対しての効果に
ついて気にされていますので、これから導入を検討頂いているお客様に対して今回の評価結果を伝えますと
関心をいただく事ができます。営業ツールのひとつとしても活用し効果をあげて行きたいと思います。
　私達はこの「WarpDesk Plus」というシンクライアントシステムを導入による効率的な業務形態を浸透させ
ることを目指して営業活動を続けております。特に、今日社会における企業などの勤務形態も個々の社員の
生活様式に合わせてテレワークなど多様化しており、セキュリティと環境問題という二つの異なる命題を同
時に解決するソリューションとして非常に誇り高い気持ちで業務を遂行させて頂いております。

　今後の方向性について
　今後は、これまで通り導入に向けて営業活動を進めると共に、より多くの分野にてご利用頂けるように機
能強化・改善に努めて、環境問題へ取り組んで行きたいと思います。

　お客様は、いかにして情報漏洩から顧客情報や社内情報などを守っていくか／環境問題に対しての効果に

※ 1　ICT システムの内訳：HDD有りノート PC、社内 LAN
※ 2　ICT システムの内訳：HDDレスノート PC、WarpDesk Plus、携帯電話（機器および回線）、
　　　Bフレッツ、共用サーバ、VPN対応ルータ、社内 LAN

　今後の方向性について
　今後は、これまで通り導入に向けて営業活動を進めると共に、より多くの分野にてご利用頂けるように機

従来手段 WarpDesk Plus
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　「HIREC100」は、水のほか雪や氷などにも優れた付着防止効果を発揮す
る超撥水材料です。大きな特徴は、防水のように水の浸透を防ぐのではな
く、水を弾く「撥水性」を有することです。「HIREC100」は、物体と水滴
との接触角が 150°以上と、非常に優れた撥水性能を発揮します。
　超撥水材料「HIREC100」の用途の 1 つに、アンテナへ塗装することによ
り着雪防止の効果の付与があげられます。「HIREC100」を塗装したアンテ
ナは、従来の融雪用ヒーター付アンテナのように電力を使用しない為、電
力使用量の削減となり、環境負荷を低減します。
　これらを実証するため日本環境効率フォーラム ｢ICT の環境効率評価ガイドライン｣ に則った手法により環
境改善効果を定量的に把握しました。
　その結果、東京、金沢、札幌の各地点において従来のヒーター付アンテナと比較すると、CO2 削減率は 86%（東
京）、90%（金沢）、93%（札幌）であることがわかりました。

　評価モデル

先端プロダクツ事業本部　環境ビジネスユニット
主査　志水　健

商品・サービスの環境貢献度評価特集２
～ HIREC ～

融雪用ヒーター付アンテナ HIREC100 を塗装したアンテナ

融雪用ヒーター付アンテナの製造

融雪用ヒーター付アンテナの使用

融雪用ヒーター付アンテナの廃棄

原料の製造・輸送を含む

アンテナの製造

HIREC100 を塗装したアンテナの使用

HIREC100 を塗装したアンテナの廃棄

原料の製造・輸送を含む

HIREC100 の製造

原料の製造・輸送を含む

※ヒーターで電力を使用

設置場所（CATV 会社ビルなど） 設置場所（CATV 会社ビルなど）

※ヒーターで電力を使用しない

HIREC 塗装

（3 年毎に再塗装）

※ヒーターで電力を使用しない 洗浄・希釈液の利用
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【評価条件】
◆ 1 年間の降雪期における BS・CS アンテナの着雪防止
◆アンテナ設置地点 ：札幌、金沢、東京
◆ヒーターの稼働時間：札幌：3,627 時間、金沢：2,400 時間、東京：1,523 時間
　　　　　　　　　　　　（過去 5 年間の降雪期における、気温が 8℃以下となる 1 年間の時間数の平均値）
◆「HIREC100」を塗装したアンテナの評価には、「HIREC100」の容器、および倉庫での保管も含む

　LCA 評価結果の活用法と、お客様の反応
　なぜ、融雪用ヒーター付きアンテナが降雪地で利用されるかというと、①着雪加重によるアンテナ固定軸
の破損防止、②着雪により電波減衰が起こり TV 映像が乱れることを防ぐためです。

「HIREC100」をアンテナ面に塗布することで、上記 2 つの課題は解決されます。
　また、電波減衰の主な要因はアンテナ面の水膜の存在であり、実はヒーターで雪を融かすことは電波減衰
防止にはあまり有効でないことが実験から判明しています。
　今回の LCA 評価結果を降雪地域のお客様に展開することにより、［電波減衰防止］と併せて［電力使用量の
削減］効果をアピールします。

商品紹介ページ（ http://keytech.ntt-at.co.jp/environ/prd_4001.html）

　なぜ、融雪用ヒーター付きアンテナが降雪地で利用されるかというと、①着雪加重によるアンテナ固定軸

融雪用ヒーター付アンテナ HIREC100 を塗装したアンテナ
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アンテナ設置地点：金沢の結果



19
NTT-AT グループ　環境報告書 2011

　「HOUSTRAGE」は、自治体が保管を義務付けられている「家屋台帳」
を電子化し管理するシステムです。
　過去の家屋台帳（紙の台帳）および「HOUSAS」※で作成した家屋評価
情報（台帳・図面など）をデータベース化することにより、各種情報
をすばやく検索・抽出することができます。
　「HOUSTRAGE」の導入により期待される環境への貢献は次の 3 点です。
　　・紙台帳の削減
　　・紙台帳削減による保管スペースの削減
　　・自治体職員の紙台帳検索時間短縮による人の稼動の削減
これらを実証するため日本環境効率フォーラム ｢ICT の環境効率評価ガイドライン｣ にのっとった手法によ
り環境改善効果を定量的に把握しました。
　その結果、従来の人による家屋台帳の管理と比較して、CO2 削減率は 36% であることがわかりました。
※「HOUSAS」：自治体の家屋評価業務全般をカバーするカスタマイズ不要・オールインワンのパッケージソフトです。

　評価モデル

NTT-AT エムタック株式会社
係長　小川　興次郎 

商品・サービスの環境貢献度評価特集２
～ HOUSTRAGE ～

　評価モデル

従来手段 HOUSTRAGE

　■環境影響要因
　　・紙の利用
　　・紙台帳の保管場所
　　・人の稼動（紙台帳の検索作業）

　■環境影響要因
　　・デスクトップ PC、モニタ、HOUSTRAGE 用サーバ
　　・ネットワーク（庁内 LAN）の利用
　　・人の稼動（台帳検索作業、HOUSTRAGE 導入時の紙台帳を電子化する作業）

HOUSTRAGE 用サーバ

導入時の作業
　HOUSTRAGE 導入時に既存
の紙台帳を電子化する作業

紙台帳検索作業
　職員が書庫にある大量の紙台帳
から、対象の紙台帳を探す

（左から）サポート課　主査　三ツ矢　正彦
開発主任研究員　徐　志強

担当課長　横関　弥生

ネットワーク

＜住民の問い合わせ＞
＜住民の問い合わせ＞
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　LCA 評価価結果の活用法
　昨今の環境保護に対する意識の高まりを受け、自治体においても環境対策は重要な課題となっています。
今回の LCA の結果から、「HOUSTRAGE」が大幅な紙の削減および自治体職員の稼働を削減することができるシ
ステムであることが確認できました。
　今後、お客様に「HOUSTRAGE」を紹介する際、この結果を提示し普及を促進する手段として使用したいと考
えます。

　　　環境負荷の低減に貢献する商品開発と今後の方向性
　商品コンセプトが、
　　・紙の不要化と検索・閲覧・修正の効率化
　　・パラメータ設定によるカスタマイズ不要ソフト
であり、環境負荷の低減に関しては、開発当初から意識していました。
カスタマイズ不要であることにより、他の類似システムに比較し、開発に伴う環境負荷を低減でき、受注か
ら納品までの期間を短縮することが可能であることもメリットとなっています。
　今後さらに機能をバージョンアップし、より便利で効率的なシステムとするとともに、お客様が「書類と
押印の文化」を見直すための手段となる商品としていきたいと考えています。

【評価条件】
◆人口約 20 万人規模の都市における、自治体職員よる家屋情報の検索、閲覧、変更および滅失作業を行う
◆家屋数：約 8 万件
◆電力原単位：0.444kg-CO2/kWh

商品紹介ページ（ http://www.mtack.co.jp/products/houstrage.html)

　昨今の環境保護に対する意識の高まりを受け、自治体においても環境対策は重要な課題となっています。

　　　
　商品コンセプトが、
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※　ICTシステムの内訳：HOUSTRAGE用サーバ、デスクトップ PC、モニタ、庁内 LAN

※
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　NTT-AT グループでは、製品やサービスを科学的に検証し、環境配慮の効

果がある製品やサービスには TypeII 環境ラベル 「AT-ECO」の表示を行って
います。
　本ラベルは自己宣言型環境ラベル（TypeII）であり、『環境表示ガイドラ
イン』（環境省）にのっとり、作成および表示を行っています。　
　販売する製品やサービスが、RoHS 指令に適合している、または LCA によっ
て CO2 排出量削減効果が認められるものについて、その理由も含めて「AT-
ECO」を表示しています。

　シンボルマークの輪と光は通信をイメージしており、通信サービスに
より環境改善を推進していくという意味を込めています。

　TypeII 環境ラベル「AT-ECO」対象商品の一覧は、次ページに掲載しています。

環境に配慮している理由

TypeII 環境ラベル「AT-ECO」
の取り組み

特集３
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　環境ラベルの取り組みを開始してから 2010 年度までに「AT-ECO」を表示した商品は下記の 28 商品です。
2010 年度の取り組みでは、環境貢献度が認められた製品 5 件、RoHS 指令適合製品は 9 件が追加となりました。

登録理由 No 商品名 ラベル表示

RoHS 指令

適合商品

1 EMI 対策用磁性箔テープ 「NoiseBEAT テープ」 RoHS 指令適合

2 EcolonLIGHT® （エコロンライト） RoHS 指令適合

3 高性能音響エコーキャンセラ 「RealTalk ST」 RoHS 指令適合

4 高性能音響エコーキャンセラ 「RealTalk C7」 RoHS 指令適合

5 光学接着剤　「アレイ組立用接着剤」 RoHS 指令適合

6 光学接着剤　「精密固定用接着剤」 RoHS 指令適合

７ 光学接着剤　「光路結合用接着剤」 RoHS 指令適合

８ 光学接着剤　「光部品用シール材」 RoHS 指令適合

９ 光カールコード 「＠くる。」 RoHS 指令適合

１０ 光コネクタ研磨機　POP-311 RoHS 指令適合

11 光導波路形成樹脂 RoHS 指令適合

12 フィルタ内蔵コネクタ RoHS 指令適合

環境貢献度

評価

を実施し

環境貢献が

認められた

商品

1 AT WATCH NET 電力使用量の削減

2 DiscussNetPremium
人の稼動の削減

人の移動の削減

3 HOUSTRAGE

人の稼働の削減

紙の削減

保管スペースの削減

4 InfoMaster
紙の削減

人の稼働の削減

5 MatchContactSolution 人の稼動の削減

6 MeetingPerfe Ⅱシリーズ 紙の削減

7 MediaSpark
フィルムの削減

人の稼動の削減

8 Perception 人の移動の削減

9 QpIDeal 人の稼動の削減

10 WarpDesk Plus 人の移動の削減

11 映像会議システム 人の移動の削減

12 音声会議システム （Real Talk C7 & VOCALNET Idobata） 人の移動の削減

13 EcolonLIGHT® （エコロンライト） 電力使用量の削減

14 HIREC100 電力使用量の削減

15 ターボ多重化コーデックモジュール 電力使用量の削減

16 マルチキャリアグループモデムモジュール 電力使用量の削減

～ TypeII 環境ラベル「AT-ECO」対象商品～
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　NTT-AT では、紙コップ式飲料自動販売機について、東京・神奈川の主要な
ロケーションでマイカップが利用できる機種を導入しています。マイカップ
を利用することは省資源化や CO2 削減につながるため、積極的に利用するよ
う社内周知しています。
　2010 年度のマイカップ利用数は約 86,000 回であり、削減できた紙コップ
は年間約 86,000 個となりました。
　特にマイカップ利用率の高い以下の 3 つの部署を紹介します。

86,000 個の紙コップの削減
営業本部　営業推進部門　　主査　江口　恭子

　～マイカップ利用の促進～

NTT-AT エコ活動特集４

　当本部では、特別な指導などを行わずともマイカップ利用が進み、日頃の
EMS 活動などにより、社員のエコ意識が向上していることを感じました。当本
部では、PPC 用紙削減を徹底して実施しており、同様の紙の削減ということで
社員が取り組みやすかったこともあると思います。マイカップ利用の効果とし
ては、紙カップ使用数削減による省資源化や社員の意識向上がありますが、重
さの軽い紙カップを倒して机を汚すことがなくなったことも一つの効果かもし
れません。

社員のエコ意識の向上とマイカップ効果は．．．
ネットワークサービス & ソフトウェア事業本部　企画部門　　担当課長　古屋　貢

一紙半銭な小さなことを全社員で！
ネットワークテクノロジセンタ　企画部門　　担当部長　巣山　勝司

　私の部署では「行動」と「心」を変えて行く啓発でトップ自らが中心になり
マイカップ運動を行いました。「もったいない姿勢のすすめ」と、1 人では一紙
半銭な本当に小さいことだけど全社員が行えば大きな活動につながることを社
員に伝えました。
　「マイカップ利用」を通じて、社員が小さな行動であっても自ら出来ること
を積極的に推進することの重要性を認識することで、仕事を含めた意識改革に
もつながっていくと考えています。

LCA の担当より：効果を杉の木の CO2 吸収量に換算すると．．．
先端プロダクツ事業本部　環境ビジネスユニット　　社員　山口　裕貴

　この施策により、2010 年度全社で 86,000 個の紙コップが削減されました。
この効果は約 5.3t-CO2、380 本の杉の木が 1 年間に吸収する CO2 量に相当します。
紙コップ 1 個では 62g-CO2 程ですが、社員一人ひとりの日々の積み重ねが大切
であると感じます。全社で一番マイカップ利用率が高いと聞き、今後も環境ビ
ジネスユニットとしてこの記録を守っていきたいです。

社員のエコ意識の向上とマイカップ効果は．．．

一紙半銭な小さなことを全社員で！

LCA の担当より：効果を杉の木の CO
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　NTT-AT では、2005 年より地球温暖化防止のためのクールビズ活動に積
極的に取り組んでいます。空調機の設定温度（冷房）を高めに設定する
とともに、業務に支障のない範囲で「ノー上着」、「ノーネクタイ」を実
施し、定着しています。各ロケにおいては、入口に活動啓発ポスターを
掲示するなど、お客様などのご理解を得るよう努めています。2010 年度
からは、省エネ法の特定事業者となりエネルギー削減義務が生じること
から更なる環境意識の醸成と消費電力削減を目的に、実施期間を 5月 1
日から 10 月 31 日に延長して取り組んでいます。

　～クールビズ活動～
総務部　総務部門　担当課長代理　佐々木　幸喜

　当本部東天満事務所では、省エネ、コスト削減の一環で、天井の蛍光
灯をほぼ半数に削減しました。当事務所では 1フロアに異なる 3組織（営
本西、N推西、SNI）が入居しています。そのため、一挙に蛍光灯の本数
を半減すると異論が出るかもしれないと考え、まず試行的に 2009 年秋に
当本部の天井部分の蛍光灯の本数を半減しました。その後、机上の照度
を測定し、OA業務に十分な照度が得られていることを確認し、両組織の
理解を得て 2010年春に全ての天井部分の蛍光灯を半減しました。けいは
んな事務所も同様の取り組みを実施しました。
　合計で 40W型蛍光灯 114 本を撤去し、7,200 円 / 月のコスト削減にも
なりました。半減して 1年が経過しましたが、最近では皆さん、殆ど “暗さ ” を気にしていないようです。
　今後は、廊下、洗面所などの共用部分の省エネ実施をビル管理会社に働きかけたいと考えています。

　当本部は、東京、大阪、京都、札幌、仙台、名古屋、福岡、アメリカ、
中国の9か所にロケを持ち、約160名の社員が、この9か所や他ロケの本部、
お客様と打合せを行うため交通機関を利用して移動する機会が多くありま
す。交通機関利用による化石燃料の枯渇、二酸化炭素の排出など環境への
影響の低減、また、コストコントロール（旅費削減など）や業務効率化（移
動時間削減など）を目的として、ビデオ会議システム「TANDBERG」と音声
会議システム「RealTalk」を導入しました。これにより、従来の出張して
の会議と比較して環境負荷を減らす効果があります。
　ビデオ会議システムは高音質、高画質で且つ資料共有が可能なため、滞りなく会議が進められ、移動の必
要がないため急な会議にも対応することが可能です。音声会議システムは、ビジネスホンや携帯電話など電
話の種類を選ばず、家庭用電源があればどこでも高音質で会議が行えるシステムです。
　現在、ビデオ会議システムは当本部が主に導入しているため使用できる拠点が限られていますが、今後さ
らに利用が促進され、全社的に導入が進むように働きかけていきたいと考えています。

　～電話会議の促進～

　～蛍光灯の削減による省エネ活動～

営業本部　企画部門　担当課長代理　宮内誠

活動啓発ポスター

蛍光灯を間引いている様子

ビデオ会議の様子

営業本部　西日本営業部門　担当部長　徳永裕史
担当課長　藤田勝彦

※2009 年度以前は、6月 1日から 9月 30 日で実施。また、定時退社運動を推進することによ
り空調機などの時間外電力の削減にも努めています。
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　「NTT-AT グループ環境方針」に掲げた事項を実施していくために、2002 年度から継続して、NTT-AT グルー
プの環境目的・目標を定め、環境活動の取り組みを進めています。
　2010 年度の NTT-AT グループの目標と実績は以下の通りです。全ての目標において、達成状況は良好でした。

項目 目標
進捗状況と判断

（○：目標クリア　or　順調。△：遅れ気味、
×：未達　or　問題有、－：非該当）

1．環境ラベルの取り組み
新たに 4 つの製品・サービスについて環境改善
効果を定量的に把握し、環境ラベル「AT-ECO」
マーク表示製品を拡大する。

【○】
　AT WATCH NET、WarpDesk Plus、HIREC、QpIDeal、
HOUSTRAGE について AT-ECO 登録拡大を実施した。
　上記 5 商品について、環境ラベル「AT-ECO」の商
品として追加・表示拡大を行う。

2．商品・サービスの環境対策お
よび業務改善による環境負荷低
減を行う

(1)NTT-AT 社商品の有害 6 物質の RoHS 指令適合
を図る。

（1）【○】　RoHS 指令適合状況は 28 製品中 17 製品

(2) 業務改善による環境負荷低減を行う。 （2）【○】　16 部門：目標は全て達成

3．グリーン調達・購入の推進

(1) 毎年オフィス用品のグリーン購入比率につ
いて以下を達成する。
　① 自社使用物品のグリーン購入比率：80%
　② グリーン調達基準にあった紙
　　( 古紙混入率 100%、白色度 70%）の購入率：
　　90%

(1)- ①　【○】　82.8%
(1)- ②    【○】　90.8%

4．省資源対策
PPC 用紙の 1 人あたり月平均使用量を 320 枚／
人・月を維持する。

【○】　283 枚／人・月で目標をクリア

5．省エネルギー対策
(1) 省エネ施策を実行し、省エネを推進する。 (1)【○】　評価点 5 点満点中、4.7 で良好

(2) エネルギー使用量を原単位で 1% 削減計画を
策定し、実施する。

(2)【○】　削減計画を計画通り実施

6．廃棄物の適正管理

(1) リサイクル・リユースを推進する。 (1)【○】　評価点 5 点満点中、4.9 で良好

(2) 産業廃棄物の適正処理の実施を徹底する。 (2)【○】　全ての月で適正に管理されている　

(3) 建設廃棄物の適正処理の実施を徹底する。 (3) 【○】　適正に管理されている

(4) 各ロケのごみ分別ルールを徹底 (4) 【○】　評価点 5 点満点中、5 で良好

(5) 廃棄物分別実施徹底、毎月 13 日に居室内の
不要物品整理整頓を行う。

(5) 【○】　評価点 4.6 で良好

7．情報発信・公開

(1)2009 環境報告書はグループ会社 6 社を含め
て作成し、2009 年 6 月末までに NTT-AT 公式ホー
ムページに掲載する。

(1)【○】　2010 環境報告書 を発行 

(2) NTT-AT グループ内の環境情報流通を推進す
る。

(2) 【○】　EMS ホームページ を随時更新し、更新
　　　　　毎にメールで周知を開始した。

～環境目標と実績～
環境マネジメントシステム
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グリーン購入の取り組み
　NTT-AT グループでは、地球環境にやさしい再生資源によって作られた商品やエネルギー消費量の少ない商
品などを積極的に購入し、環境への負荷が小さい商品を優先的に購入するグリーン購入に取り組んでいます。
　2003 年 5 月にオフィス用品のグリーン購入比率についての目標を定め、グリーン購入の取り組みを開始し
て以来、継続的に活動を続けています。
　2005 年度からオフィス用品購入システムのオンラインカタログで環境配慮型商品には【エコ】と表示され、
購入時は【エコ】商品から選ぶようにしています。
　2010 年度は、自社使用物品のグリーン購入比率 80% の目標に対して、実績値 84.8% の結果となりました。
　NTT-AT グループでは、グリーン購入が可能なオフィス用品などの拡大に向けた活動を行っています。

省資源の取り組み
　NTT-AT グループでは、EMS 活動の開始以来 PPC 用紙使用量削減活動に取り組んでいます。2009 年度もこれ
までと同様に、両面印刷、縮小印刷、資料の電子ファイル化、印刷プレビューの実施による印刷ミス防止な
どを行うことで紙の削減に努めました。2010 年度の PPC 用紙使用量の目標、320 枚 / 人・月に対し、実績は
283 枚 / 人・月となり、グループ全体で目標を大きく達成することができました。

　NTT-AT では、弊社で仕様を定めている商品について RoHS 指令適合への取り組みを行っています。
2003 年から弊社の商品の有害物質含有について対応方法の検討および含有調査を開始し、2006 年には RoHS
指令対応した商品の販売も開始しました。2008 年 7 月から RoHS 指令規制対象となった Deca-BDE についても、
すでに RoHS 指令対応済みの商品も含め、非含有調査を開始しました。
　取り組み内容は、各商品で使用されている部品、および原材料について、メーカに対し RoHS 指令への対応
状況についての調査のお願い、および調査表を送付し、RoHS 指令への適合の有無を確認しています。
　現在は、17 製品が RoHS 指令適合製品となっています。今後も、RoHS 指令対象商品について、適合するよ
う対応への活動を実施していきます。

RoHS 指令への取り組み

～環境目標と実績～
環境マネジメントシステム

省エネルギー対策の取り組み
　NTT-AT グループでは、その他の省エネ活動として、昼休みの蛍光灯の消灯、空調の適切温度設定、パソコ
ンディスプレイの省エネモード設定、離席時のパソコンおよびディスプレイ電源 OFF、未使用時や休日前に
は各種機器の AC アダプタをコンセントからはずすなど、省エネ活動を実施し、電力使用量の削減に努めてい
ます。これらの省エネ活動の実施状況は、評価点 4.7 ※で良好となりました。
　　　※施策の実施状況の採点基準（5 段階評価）
　　　　　　5 点：90% 以上実施　　　4 点：70 ～ 89% 実施　　3 点：50 ～ 69% 実施
　　　　　　2 点：30 ～ 49% 実施　　 1 点：30% 未満の実施
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廃棄物適正処理の取り組み

リユースの推進と廃棄物の適正管理
　NTT-AT では、廃棄物の量を削減するために、「リサイクル・リユースの推進」活動を行っています。
　不要品は、廃棄する前にまず、社内リユースを検討し、社内リユースできないものは社外売却することで、
廃棄物として処理する量の削減に努めています。
　一方で、毎月 13 日に居室内の不要物品の整理整頓を行い資源の節約に努めています。廃棄せざるを得ない
ものについては、廃棄物分別手順書に従って「産業廃棄物の適正管理」、「建設廃棄物の適正排出」、「ゴミの分別」
を徹底しています。

廃棄物の適正処理
　産業廃棄物の処理手続きは排出者（環境推進者）がマニフェストの発行、環境管理事務局、または排出者
が返却管理を行っており、確実に実施しました。

～法規制などの遵守～

　NTT-AT グループでは環境関連法規について、毎月改正状況をウォッチし、対応を進めています。NTT-AT グ
ループでは、遵守すべき法律を一覧表にまとめ、違反がないか、報告書や届出は適切に行われているかを毎
年確認しています。

　2010 年度は、法規制に対する遵守評価を 6 月に実施し、法律、地方条例のいずれも遵守していることを確
認しました。
　しかし、2011 年 1 月に ATCR 徳島事業所において、徳島県より排水の COD の規制値超過を指摘されました。
調査の結果、クリーンルーム内の床清掃水の処理が不適切であったことが推定されました。そこで再発防止
のため、床清掃水の処理方法について、手順書を定め従業員に教育し、徹底させました。これにより、その
後は再発していません。

環境マネジメントシステム
～環境目標と実績～

廃棄物適正処理の取り組み
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　2002 年 4 月に NTT-AT 全社および NTT-AT クリエイティブ株式会社での EMS（環境マネジメントシステム）
を構築し、認証登録に向けての活動を経て、同年 12 月に NTT-AT 全社および NTT-AT クリエイティブ株式会社
において ISO14001 認証を登録しました。（登録番号：JSAE598）
　NTT-AT グループでは、2002 年に NTT-AT 社長を最高経営層とし、各事業本部を構成部門とする体制を確立
し、環境マネジメントシステムを構築しました。2003 年度から対象範囲を NTT-AT グループ全体へと拡大し、
NTT-AT グループ全体で環境保護推進体制を確立、認証を取得しました。
　環境保護推進委員会は、委員長を NTT-AT 社長とし、幹部で構成されています。2010 年度も NTT-AT グルー
プ全体として、環境経営に関する事項や EMS に関する事項を審議し、活動の方向性を決定しました。
　NTT-AT グループの認証登録の産業分野は広く、6 分野での登録となっており、サイトは全国 27 ヵ所 (2011
年 3 月現在 ) で、各サイトと事業分野が 1 対 1 で対応せず、1 つのサイトに複数の事業分野が存在しています。
従って、NTT-AT ではサイト単位ではなく本社および事業本部で各部門を構成し、グループ会社では会社単位
で部門を構成することで、各部門の事業に密着した EMS 活動を推進しています。

　2010 年度も、NTT-AT グループが一体となり、環境への取り組みを推進しました。なお、2010 年 10 月には
NTT-AT ナノファブリケーション株式会社は NTT-AT と合併しました。
　NTT-AT グループ EMS の最大の特徴は、サイト数 27、構成員数 2,607 名（NTT-AT グループ会社 5 社を含む。
2011 年 3 月 31 日現在）というマルチサイト EMS であり構成員数は昨年度より 135 名増加しています。
　今後とも、NTT-AT グループは、EMS 活動の継続的改善に努めてまいります。

環境マネジメントシステム

対象会社：NTT アドバンステクノロジ　全社
　　　　　NTT-AT グループ会社
部門数：16 部門
総構成員数：約 2,600 人
サイト数：27

JAB 認定範囲番号
　19　電気的および工学的装置
　28　建設
　31　輸送、倉庫、通信
　33　情報技術
　34　エンジニアリング、研究開発
　35　その他専門的サービス

～ ISO14001 認証登録状況～
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～内部環境監査～

　NTT-AT グループでは、年 1 回、内部環境監査を実施し、自分たちの環境マネジメントシステムが JIS Q 
14001:2004 の要求事項を満たしているか、自ら決めた手順や計画が適切に実施・維持されているかを確認し
ています。その結果は最高経営層（NTT-AT 社長）および環境保護推進委員会に報告され、環境マネジメント
システムの継続的改善のための重要な情報として活用しています。
　2010 年度は、環境法規制などの遵守状況、ルール見直しの必要性の確認などに重点を置き、監査を実施し
ました。

　　対象組織
　　NTT アドバンステクノロジ株式会社およびグループ会社 6 社
　　全 17 部門　　29 サイト
　　※内部環境監査実施当時の対象組織。NTT-AT ナノファブリケーション株式会社は NTT-AT との合併前に実施。

　監査の結果、指摘事項として不適合件数：3 件、観察事項件数：34 件を抽出し、是正処置の依頼を行ない
ました。また、監査後すべての指摘事項が是正されたことを確認しました。

　　監査実施期間・監査体制
　　2010 年 7 月 12 日～ 2010 年 9 月 6 日
　　内部環境監査員：5 チーム 33 名

　　監査所見
　　NTT アドバンステクノロジ株式会社　情報システム推進部
　　情報セキュリティ推進部門（当時） 　
　　本間　浩一　　CEAR 登録主任環境審査員　A14021

　NTT-AT グループ環境マネジメントシステムは全部門において積極的な取り組みが実行されています。特に
有益な環境側面については、環境配慮製品の販売促進や製品の環境負荷低減活動など、本来業務から派生し
た取り組みが推進されています。
　また、①適用範囲変更ロケも適切に EMS が運用されていること、② 2009 年度に実施された [ 内部環境監
査 ] および外部審査機関による [ 定期維持審査 ] において発見された指摘事項は、是正処置が実施されている
ことが確認できました。
　今後の課題として、「著しい環境側面」に関わる環境有意業務従事者の特定に関する認識強化、内部コミュ
ニケーションの強化、環境影響評価方法の見直し、さらなるルールの効率化や記録のチェックの強化などが
挙げられると考えています。これらの課題についての改善を期待しています。

環境マネジメントシステム
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　NTT-AT グループの環境教育
　2010 年度の環境教育は、一般教育、経営者・責任者研修、専門教育の 3 つの区分で実施しました。

　一般教育
　NTT-AT グループでは、地球環境問題や、それに伴う社会的な要求事項、企業人として遵守すべき環境関連
法規と負うべき責任、社内自主ルールや年度ごとの環境マネジメントシステム上の目的目標について、全構
成員に対して毎年研修を実施しています。
　全構成員に対する一般教育は、紙の使用量や時間的なロスを減らすため、e ラーニングで実施しました。

　経営者・責任者研修
　新任の部門管理責任者（正）に対して、NTT-AT グループの環境マネジメントシステムの概要や経営と環境
の関わりなどについて研修を実施しました。

　専門教育１（環境実務者研修）
　NTT-AT グループの EMS の範囲はマルチサイトのため、各部門・各ロケの活動が不統一にならないように、
環境マネジメントシステムの中核となる部門管理責任者（副）16 名や環境推進者 90 名に対し、EMS 運用につ
いての集合研修を実施しました。遠方のために出席できない部門管理責任者（副）や環境推進者は、電話会
議システムを用いて研修へ参加しました。内容の異なる環境実務者研修を年 2 回実施し、のべ 146 名が参加
しました。

　専門教育 2（内部環境監査員の育成）
　NTT-AT グループでは、ISO14001 審査員の資格を持った専門家による環境コンサルティングビジネスを展
開しており、審査員資格を持った社員が監査チームのリーダを務めるほか、社内研修による内部環境監査員
の養成・育成も積極的に行っています。2010 年度は新たに 13 名の内部監査員を養成し、内部監査ではその
新たな内部審査員が実際に監査を行いました。

　専門教育 3（その他）
　全構成員に関わる著しい環境側面について環境有意業務研修 ( 省エネ・省資源・ごみ分別など ) を e ラー
ニングで実施しました。
　緊急事態や有益な環境側面といった著しい環境側面をもつ部門では、部門独自の環境有意業務とし、環境
有意業務に従事する構成員に対し、必要なスキルや知識が身につくよう環境有意業務研修を実施しました。

～環境教育・社内啓発活動～

　NTT グループの環境活動は、構成員一人ひとりの行動によって支えられています。このため、NTT-AT グルー
プでは、環境活動に関わるすべての人々が環境活動に必要な知識や技能を習得し、積極的に行動できるように、
各種の環境教育や社内啓発活動を実施しています。

環境マネジメントシステム

　NTT-AT グループの環境教育

　一般教育

　経営者・責任者研修

　専門教育１（環境実務者研修）

　専門教育 2（内部環境監査員の育成）

　専門教育 3（その他）
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　　環境情報公開
　NTT-AT グループでは、社外への情報発信として、NTT-AT の公式サイトへ環境方針や ISO14001 認証登録な
どの環境情報について掲載し、公開しています。
　2003 年度より毎年、環境報告書を発行し、上記公式サイトにて公開しており、NTT-AT グループ商品の LCA
による評価結果も掲載しています。さらに、2008 年度より、自己宣言型環境ラベル (TypeII）への取り組み
も開始しました。RoHS 指令適合製品や LCA を実施した製品が環境ラベル対象製品となります。環境ラベルの
詳細な内容については、NTT-AT の公式ホームページで公開しています。

　NTT-AT グループ内では、社内 Web サイトへ環境マネジメントシステムの情報を中心とした環境保護活動の
状況を掲載し、情報共有を行っています。
　これからも、NTT-AT グループでは、より充実した環境情報の公開に努め、引き続き、充実した環境保護活
動についての情報を発信していきます。

環境への取り組み　公式ホームページ URL:　http://www.ntt-at.co.jp/company/kankyo/

　NTT-AT グループでは、利害関係者の皆様からの環境に関するお問い合わせやご要望を環境コミュニケーショ
ンと位置づけ、対応手順を定め、会社として誠意ある対応を心がけています。
　2010 年度において NTT-AT 社外からのコミュニケーションの件数は 161 件と、前年度の 1.4 倍ものお問い
合わせをいただきました。
　欧州における化学物質規制強化を背景としたグリーン調達についての要請（企業評価や規制有害物質調査
など）が、前年度に引き続き 2010 年度でも大部分を占めており、年々グリーン調達の取り組みを充実させて
いるお客様が増えている様子が伺えます。
　これからも、NTT-AT グループでは、お客様からのグリーン調達のご要望に対応できるよう「企業活動や商品・
サービス」の環境負荷低減への取り組みを
実施するとともに、利害関係者の皆様から
のコミュニケーションに対し、誠意を持っ
て対応していきます。

　　環境に関する問い合わせ状況

～環境コミュニケーションの状況～
環境マネジメントシステム

　　環境情報公開

　　環境に関する問い合わせ状況

グリーン調達関連
その他
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環境に貢献する商品・サービスの出展

　NTT-AT グループでは国内外の展示会にて環境負荷低減に貢献する商品・サービスを出展し、お客様との環
境コミュニケーションを務めています。
　2010 年度では環境貢献度評価を行った商品（AT-ECO 商品）を中心に、以下の展示会へ出展しました。
　環境貢献度評価によって見える化した環境負荷低減効果を、商品・サービスの新たな付加価値として積極
的に社会へアピールしていきます。

展示会名 開催期間 出展品目

えひめ IT フェア 2010 6.18（金）～ 19（土）
SaaS 型自治体向け Q&A サービス（MatchWeb）
オールインワン型音声会議装置 (Real Talk C7)
誰でも簡単に使える物品管理システム (QpIDeal)

CommunicAsia2010 6.15（火）～ 18（金） Real Talk C7、HIREC

第５回オフィスセキュリティ EXPO
遠隔会議システムフェア

7.7（水）～ 9（金） MeetingPerfe、Real Talk

第１回教育 IT ソリューション EXPO 7.8（木）～ 10（土） Warp Desk、Perception

ICT ソリューションフェア　2010 in 沖縄 7.15（木）～ 16（金）

住民および職員向け Q&A サービス 「MatchWeb」
家屋評価システム 「HOUSAS」
自治体向けグループウェア 「InfoMaster」
ノイズリダクション機能付電話会議システム「Real 
Talk」

日本国際工作機械見本市（JIMTOF2010） 10.28( 木）～ 11.2（火） FactoryNavi

第３回　仙台から発信する建築家展「素材をめ
ぐる冒険～住まいからまちへ」

8.20（金）～ 23（月） HIREC

ビジネスコミュニケーション東京 2010 10.14（木）～ 15（金） VOCALNET Idobata

つくばフォーラム 2010 10.20（水）～ 21（木） QpIDeal Web システム 3.0

2010 Taipei International Invention Show 
& Technomart
台北国際発明展およびテクノ見本市 2010

9.30（木）～１0.3（日） Real Talk C7、HIREC

第 11 回 コールセンター /CRM
デモ & コンファレンス　2010

11.18（木）～ 19（金）
Impact360/Ultra
MatchContactSolution

NNT （Nanoimprint and Nanoprint 
Technology） 2010

10.13（水）～ 15（金） ナノインプリント用モールド

地方自治情報化推進フェア 2010 11.9（火）～ 10（水）
MatchWeb、MallVision、Discuss シリーズ
PowerFinder ／ ASP、Infomaster ／ NET

第 10 回国際照明総合展「ライティング・フェ
ア 2011」

3.8（火）～ 3.11（金） 低ノイズ・省エネインバータ式蛍光灯

日塗商南関東ブロック機能性塗料展示会 3.4（金） HIREC
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社会貢献活動

　NTT-AT グループは、「良き企業市民」として、豊かな社会の実現に向けて、地域社会とともに共感できる
社会貢献活動を積極的に行っていきたいと考え、2010 年度以下のような取り組みを実施しました。 

～地域活動～
　NTT の総合研究所が実施している社会貢献活動に各研究所に勤
務している NTT-AT 社員が積極的に参加しました。
　■ NTT 情報流通基盤総合研究所
桜の花や落ち葉の多い季節に合わせた、研究所内クリーン作戦へ
の参加（春 2 回・秋 3 回）および、三鷹駅周辺清掃活動への参加（5 月）
　■ NTT サイバーコミュニケーション総合研究所
知的障害者施設「しらとり園」での「ふれあいコンサート」へ参加（年
1 回：1 月） 
　■ NTT 先端技術総合研究所
近隣企業様と合同の地域清掃活動への参加（年 2 回：6 月、11 月）

～新宿企業ボランティア連絡会への参加～
　新宿企業ボランティア連絡会幹事社として地域活動の充実を図
るため、新宿区社会福祉協議会を事務局とした地域清掃活動（5 月、
12 月）へ積極的に参加し、地域および各企業間におけるコミュニ
ケーションを図りました。また、今年で 5 度目の企画である「打
水大作戦 2010」（2010 年 8 月 4 日）を実施し、社員多数参加の中、
地球温暖化防止活動の一助とする事ができました。

～ NTT グループ手話サークル支援～
　NTT グループ手話サークル「ハート・ランゲージ」のメンバー
として社員が積極的に手話講習会などへ参加するとともに、活動
の場の一部として、NTT-AT 新宿本社の会議室を提供しています。

　NTT-AT グループは、これからも 「社会福祉」、「地域活動」の
2 分野を中心とした社会貢献活動の展開を推進していきます。

NTT 先端技術総合研究所の

クリーン作戦参加

地域清掃活動参加

手話サークル活動の様子
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環境保全コスト

　2010 年度の環境保全コストの費用合計は 139 百万円でした。内訳を表 1 に示します。
　環境保全コストのほとんどが「環境管理コスト」となっており、「環境管理コスト」の主な内容は、EMS 活
動を展開する人的稼動費となっています。また「事業エリア内資源循環コスト」は産業廃棄物処理費用であり、
パソコンやオフィス什器などの廃棄によるものです。

環境省ガイドライン分類 環境保全コストの内の費用 

事業エリア内公害防止コスト 0 

事業エリア内地球環境保全コスト 20 

事業エリア内資源循環コスト 3 

上・下流コスト 0 

管理活動コスト 116 

研究開発コスト 0 

社会活動コスト 0 

環境損傷対応コスト 0 

合計 139 

表 1　環境保全コスト（内訳）　　[ 単位：百万円 ]

経営企画部　環境対策推進室
HTTP：//www.ntt-at.co.jp/company/kankyo/
TEL:0422-47-8209      FAX:0422-40-1103

●お問い合わせ先
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