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環境報告書発行について

会社概要

　NTT-AT は、当社の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、当社を取り

巻くステークホルダー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、2009 年度 (2009 年 4 月 1 日～ 2010 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 2008 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 Web サイトで公開しております。Web サイトの特徴を活かして、関連する項目

がすぐに参照できるようにしています。

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 　　　　1,990 名　(2009 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 アイピーシェアリング株式会社　　NTT-AT クリエイティブ株式会社

 　　　　　　 NTT-AT ナノファブリケーション株式会社　NTT-AT エムタック株式会社
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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

　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、通信

を支える事業を中心に幅広い事業を展開しています。新しい概念にもとづく通信ネットワークの構築、運用、

保守の支援から、システムインテグレーションやコンサルティング、さらに、先端技術にもとづく部品・材

料及び装置の開発・販売まで多様な展開をしており、NTT 研究所で開発した技術及び NTT-AT グループが

蓄積した技術をお客様のお役に立つ多様な価値に転換して提供する”Integrated-Value Provider”として、

快適、安心、安全な社会の実現に向け貢献して行きます。

　さて、大幅な CO2 排出削減に関する新たな国際的な枠組みが提起され、日本においても CO2 削減の中

長期目標が策定されつつあります。NTT-AT グループとしても、地球温暖化対策を強化しなければならな

いと考え、社内における省エネ対策と、提供する商品・サービスを通じて貢献できることの両面から地球温

暖化対策に取り組んできました。NTT-AT グループが提供する ICT（Information and Communication 

Technology）に関連する商品・サービスを利用いただくことにより、社会全体として CO2 をどの程度削減

できるか、ライフサイクルアセスメントにより定量的に評価する取り組みは３年となりました。この取り組

みによって、どのような商品・サービスを、どのような使い方をすれば、どの程度 CO2 を削減できるか、明

らかになります。

　一方、NTT グループ省エネ性能ガイドラインが４月に制定され、ICT 機器の省エネ化を NTT グループと

して取り組むことになりました。NTT-AT グループでも社内で使用している ICT 機器の省エネ化の検討を開

始したところです。率先してこのような取り組みを行うことは、日本全体の低炭素化に貢献できるものと考

えます。

　また、ライフサイクルアセスメントにより評価した商品・サービスや有害物質を低減した NTT-AT ブラン

ドの製品については、パンフレットや提案書に「タイプⅡ環境ラベル AT-ECO マーク」を記載し、お客様へ

分かりやすい形で環境貢献度の表示を行っています。今後、省エネ法や東京都条例改正など地球温暖化対策

が強化される中、お客様の省エネにも貢献できる商品やソリューションの提供に努めていきます。

　このような活動を含めて、2009 年度の NTT-AT グループの環境保護活動を環境報告書 2010 としてま

とめました。ご高覧いただき、ご意見を賜りたいと存じます。
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環境方針
 　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。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。

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、環境保護への取り組みが企業

の社会的責任を遂行する上で重要な課題と考え、「先端技術」「ネットワークソリューショ

ン」「システムソリューション」「リサーチ＆コンサルティング」の４つの事業領域を核

とした事業活動のあらゆる側面において、地球環境の保全に向けて最大限の努力を払い

ます。

当グループは、技術をお客様のお役に立つ多様な価値に変換して提供する“Integrated-

Value Provider” として環境負荷低減に配慮した商品やサービスの提供を通じ、NTT グ

ループ環境貢献ビジョンの実現と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。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2008 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
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NTT-ATグループの事業と環境への取り組み
　NTT-AT グループでは、循環型社会の構築に貢献していくために、事業活動において以下の取り組みを実

施しております。

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 グループで設計するか

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等については環境負荷低減の取り組みを行なっております。NTT-AT グループ社商品の

有害物質の全廃（RoHS 指令適合）について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

ビス等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もたらす CO2 低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、12 の商品・サービスの LCA 評価を行い、2006 年度～ 2008 年度の販売実績から計算さ

れた CO2 削減効果は累積で 24,600t に達しました。

　LCA によって一定以上の CO2 排出量削減効果が確認できた商品やサービスへは Type Ⅱ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。

　NTT-AT は製造部門をほとんど持たないため、調達の段階で部材、材料等の環境配慮化を行なっています。

自社で仕様を決めるものについては上記の商品アセスメントによって、また、他の企業様から部材や材料等

を調達する商品についてはグリーン調達によって、それぞれ環境へ配慮した商品を提供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なかで定着しておりますが、今後は NTT-AT グループで使用する機器の省エネ対策等を

行ない、環境負荷低減に努めていきます。
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

調達物品への
環境配慮化

事業活動の
環境負荷の低減
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NTT-ATグループの環境ビジネス
　～「見える化」でダイエット !!　環境配慮でコストも削減～

先端プロダクツ事業本部 　環境ビジネスユニット
ビジネスユニット長　西　史郎

　NTT-AT では、10 年以上前から環境ビジネスを展開しており、様々な商品・

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、及び省エネ支援商品などの商品販

売を行っています。

　これらの環境商品・サービスをお客様にわかりやすく紹介するために「環境経営

支援ツール　ラインナップカタログ」を作成しています。

　環境対策で最初に行うことは、「見える化（問題点を明確化かつ対象化する）」の推進です。「見える化」す

ることで無駄や非効率なところが分かり、様々な業務を効率化・最適化できます。環境問題で喫緊の課題の

一つに温暖化対策があります。電力消費量や CO2 の排出量などの環境負荷を「見える化」することで、環境

負荷低減対策に役立てる動きが国や企業で進められています。NTT-AT は２009 年度経済産業省情報分野

事業「地域省エネ家電二酸化炭素削減量可視化事業」に参画し、横浜市の市民モニタの CO2 排出量を可視化

し省エネポテンシャルを明らかにしました。また、カーボンフットプリント※制度試行事業にも参画し、コン

サルティング支援をしています。

　省エネ法（エネルギーの使用の合理化に関する法律）の改正により、工場などの大事業所だけでなく企業

全体でのエネルギー使用量の把握が必要になっています。原油換算で年間 1500k Ｌ（電力消費量 600 万

ｋ Wh）以上の企業はエネルギー使用状況届出書を経済産業局に提出し特定事業者の指定を受けることにな

ります。テナントなどのオフィスでは消費電力量を把握するのに困難な場合がありますが、小型電力計ワッ

トアワーメーターを使うと、パソコン（PC）などの電気商品の電力消費量や

分電盤単位での電力消費量を把握することができます。ワットアワーメーター

は 0.3W 以上の電力を高精度で計れるので、待機電力も測れます。なお電気商

品は電源を点けていなくても、PC やテレビなどはコンセントに繋いでいるだ

けで数 W の電力を消費しているものもあります。使用時以外はコンセントを抜

くことで、年間数十ｋ Wh の電力削減、1000 円程度の電力料金削減が可能に

なります。このような電力消費量の「見える化」では、小型電力計だけでなく、

工場、データセンタなどの大規模な事業所についても対応できる電力モニタリ

ングシステムも提供しています。

※カーボンフットプリント：商品・サービスのライフサイクル全般（原材料調達から廃棄・リサイクルまで）

で排出される温室効果ガスを CO2 量に換算し、商品に表示するもの。

ワットアワーメーター
（㈱システムアートウェア社製）
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商品・サービスによる環境貢献評価
　～MallVision ～

　MallVision はコンテンツ（静止画からフルハイビジョン映像まで）を拠点から

上映地点に配信する SaaS 型サービスです。お客様は自社サーバ設備を保有管理す

る必要がなく、希望の上映地点に専用 NMP プレーヤーを導入するだけで、手軽に

映像を上映することができます。

　MallVision の利用例として、デジタルサイネージ（大型ディスプレイやブロー

ドバンド等を利用した電子看板）として全国の上映地点への映像の一括配信があり、

拠点で作成した DVD を全国の上映地点に配送し、その DVD を再生し映像を上映

する従来の方法と比較して、MallVision を導入することで下記のようなメリット

があります。

　・DVD を使わないため、DVD メディア媒体資源使用が不要となる

　・DVD の作成や発送、DVD ディスクの PC へのセット等にかかわる作業が不要となる

　・DVD 送付にかかわる輸送のエネルギーが不要となる

　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、従来の DVD による映像配信と比較して、CO2 の排出量が 1 年間あたり 17.3％削減できるこ

とがわかりました。

　　評価モデル

従来手段
　拠点で作成した DVD を全国の上映地点に宅配便で配送し、PC で映像を再生しモニタで上映する。上映する映像を更新
する度に DVD を作成して発送する稼動や、DVD ディスクを PC にセットする等の時間がかかる。

拠点（東京）
DVD コピー・発送

上映地点 ( 全国 40 ヵ所 )
PC を用いて DVD 再生
1 日 12 時間、
年 360 日上映

DVD 輸送

MallVision
　デジタルサイネージで拠点から全国の上映地点に映像を専用 NMP プレーヤーを介して一括配信し、モニタで上映する。
上映する映像の更新は拠点で一括して行える為、各拠点では簡単なリモコン操作で映像上映ができる。

拠点（東京）
上映地点 ( 全国 40 ヵ所 )
NMP プレーヤーで再生
1 日 12 時間、年 360 日上映

MallVision
サーバ

ネットワーク
4GB 伝送

アプリケーションソリューション事業本部　コンテンツ流通ビジネスユニット
担当部長　渡部　保日児　
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商品紹介ページ（http://www.ntt-at.co.jp/product/MallVision/）

【評価条件】
◆機能単位：全国 40 上映地点への 1 年間 24 回の映像配信と、1 日 12 時間・年間 360 日の映像上映

◆情報の送付形態：従来手段・・・DVD1 枚 / 回を送付

　　　　　　　　　MallVision・・・4GB/ 回

◆人の稼動：従来手段・・・DVD コピー・送付稼動：6 時間 / 回、

　　　　　　　　　　　　　PC へのディスクセット稼動：3 分 / 上映地点

◆電力原単位：0.444kg-CO2/kWh

DVD 送付 MallVision
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　　ＬＣＡ評価結果を受けて
　ネットワークを利用してデジタルコンテンツを配信する場合の CO2 削減効果が定量的に明確になり、多店

舗運営をされているお客様などにはより大きな効果が期待できることがわかりました。また専用 NMP プレー

ヤーの消費電力が、従来のパソコンベースのサイネージシステムに比べ 1/5 程度（12W）の省エネタイプ

となっております。今回の評価結果と併せて専用 NMP プレーヤーの省エネについてもアピールポイントと

してお客様へ紹介していきたいと思います。

　　今後の方向性について
　電子看板、電子掲示板、デジタルシネマ等の普及に見られるコンテンツのデジタル化、そしてフル HD 映

像、3D 映像など高臨場感へのニーズの高まりによる大容量化がますます進むなかで MallVision の持つ効率

的なネットワーク配信および著作権保護等、優れたコンテンツ管理機能へのニーズは広がっていくものと思っ

ております。今後は様々な場面で使えるように環境・人に優しいサービス開発を行うとともに、環境負荷を

より一層低減したサービス管理を行ってまいります。
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商品・サービスによる環境貢献評価
　～RealTalk C7&VOCALNET Idobata ～

　多地点音声会議システムの VOCALNET Idobata は、様々なタ

イプの会議機能を 1 台で提供できます。また、これにマイクスピー

カの RealTalk C7 を付けることによりわずらわしい設置やレベル

調整することなく、明瞭な音声による快適な通話が実現可能です。

音声会議システムを利用すると、従来の出張会議と比較して人が移

動しなくてすむため、移動にかかる時間を減らすことができるとと

もに、人の利用による公共交通機関の環境負荷を減らす効果があり

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、従来の出張会議と比較して、CO2 の排出量が 1 年間あたり 98.3％削減できることがわかりま

した。

ICT サービス（音声会議システム）

公衆電話網

サーバ＆ディスプレイ
（VOCALNET Idobata)

HUB

ゲートウェイ

東京 ( 基準設備）

東京

固定電話　マ イ ク ス ピ ー カ　　
（RealTalk C7)　

B フレッツ

アナログ回線

札幌 仙台

名古屋 大阪

福岡

固定電話　マイクスピーカ
　　　　　（RealTalk C7)　 

ア
ナ
ロ
グ
回
線

　　評価モデル

VOCALNET　Idobata　担当メンバー

グローバルプロダクツ事業本部　メディアコミュニケーションプロダクツビジネスユニット
担当部長　村重　彰　（VOCALNET　Idobata　担当）

アプリケーションソリューション事業本部情報機器テクノロジセンタ
　社員　 箕川 　正雄　（RealTalk C7　担当）

従来手段

各地点 2 名が公共交通機関を
利用して移動

東京

出張会議

札幌

仙台

名古屋

大阪

福岡

※ 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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【評価条件】
◆機能単位 ：各地域から 2 名ずつの参加者が年間 24 回、1 回あたり 120 分の会議開催

◆会議開催場所 ：東京、大阪、札幌、仙台、名古屋、福岡の 6 地点

◆ RealTalkC7：集音範囲 3m なので 2 名で 1 台を利用する

◆電力原単位 ：0.444 kg-CO2/kWh

　　LCA評価結果の活用法と今後の方向性に関して
　LCA 結果から、RealTalk C7 & VOCALNET Idobata を導入することにより、1 年間で約 36t もの

CO2 を削減できる商品であることが分かりました。これから本商品を紹介するお客様へ、この LCA 結果を

提示して、本商品購入の後押しになるよう活用していきたいと思います。

　VOCALNET Idobata は市販サーバと実績のある音声ボードを用いた安価・高性能・高品質なサーバであ

ること、設計から構築まで、弊社で全て行っているため、お客様からのカスタマイズの要望に関して柔軟に

対応できることが他社商品と比較した場合の強みとなっています。また、スムーズな会話を実現するエコー

キャンセラ内蔵マイクスピーカ RealTalk C7 とセットにすることで、更に高品質な音声会議が可能となり

ました。出張をすることなく臨場感ある会議が実現でき、効率的な会議運営と環境負荷低減が同時に可能と

なることは、大きなメリットと考えています。

　RealTalk C7 & VOCALNET Idobata は多地点音声会議シ

ステムという音声に特化した商品ですが、普段持ち歩いている

携帯電話からでも、多人数と意思統一ができるソリューション

となっています。環境貢献度の高い本商品をより多くのお客様

にご利用頂けるよう、引き続き本商品に改良を加え、より便利

な商品を提供し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/ec_rtc7/ 
                        http://ngw.ntt-at.co.jp/ucs/vocalnet/application/idobata/index.html）

RealTalk C7　担当メンバー

音声会議 システム出張会議
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　DiscussNetPremium は簡単、低コストで、議会会議録をインターネット上

で公開できる Web データベースシステムです。

　DiscussNetPremium の利用例として、自治体内部（役所職員等）・自治

体外部（市民等）からの自治体議会議事録の検索と閲覧があり、自治体にある

書庫に行き、製本された議事録を検索・閲覧するという従来の状況と比較し、

DiscussNetPremium を導入すると下記のような大きなメリットがあります。

・議事録を閲覧するために Web で閲覧でき、市民が役所に行かずにすむ

・役所の職員が目的の議事録を探す際、ASP でキーワード検索をすることで容易に検索できるため、検索・

確認のためにかかる稼動が短縮される

　これらメリットを環境面から評価するため、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、従来の自治体にある書庫に行き閲覧することや、書庫で冊子の議事録を検索・確認することと

比較して、CO2 の排出量が１年間で 98.1% 削減できることがわかりました。

商品・サービスによる環境貢献評価
　～ DiscussNetPremium～

　　評価モデル

xx（市、区）議会
（年 4 回＋臨時）

議事録製本

書庫に格納
( 役所、図書館）

速記会社

会議録 TXT
データ

テープ起こし
会議録データ化

議事製本依頼

印刷・製本

製本完成

従来手段

役所職員 市民等
・閲覧、検索
（役所内のため移動なし）

移動して
閲覧・
検索

DiscussNetPremium

PC で閲覧、検索

ネットワーク

サーバ

役所職員

市民等

アプリケーションソリューション事業本部　ソフトウェアパッケージビジネスユニット
主任　坂上　正浩　

（同一なので評価対象外）
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【評価条件】
◆機能単位：自治体内部（役所職員等）・自治体外部（市民等）からの 1 年間の自治体議会議事録の

　　　　　　検索と閲覧

◆議事録の情報量 ：平均約 3 万文字 / 回（500 バイト / 回）

◆議事録の閲覧時間：従来手段・・・市民による閲覧は 5 ページ / 往復、役所職員による稼動は

　　　　　　　　　　　　　　　　　1072 人日 / 年

　　　　　　　　　　DiscussNetPremium・・・市民による閲覧は 5 ページ / アクセス、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　役所職員による稼動は 29 人日 / 年

◆電力原単位 ：0.444kg-CO2/kWh

　　ＬＣＡ評価結果の活用法と、お客様の反応
　近年の社会的な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取り組みとし

て関心が高まっています。

　今回の LCA を通じて、本システムが自治体職員の稼働および住民の移動時間とコストを削減することが

できるシステムであることを、具体的な数値として実際のお客様に示すことができました。「平成の大合併」

による自治体の広域化が進み、住民の移動コストが増加する傾向にある中で、住民の移動を削減し CO2 削減

による環境負荷も低減できることは大きなアピールポイントとなっています。

　今後も積極的な営業活動を推進し、お客様に本システムの導入を普及していくことで、環境負荷の低減に

貢献していきます。

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

議事録本閲覧 DiscussNetPremium

人の移動

人の移動
人の稼動

ICT システム
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商品・サービスによる環境貢献評価
　～ターボ多重化コーデックモジュール～

　ターボ多重化コーデックモジュールは、1 台で 25 回線ま

で処理でき、誤り訂正方式にターボプロダクト符号・復号を

採用した優れた誤り訂正能力を持つモジュールです。

　ターボ多重化コーデックモジュールは、FPGA ※の開発に

より 1 台で最大 25 ユーザとの同時通信が可能であるため、

従来のコーデックモジュールと比べて機器台数を減らすこと

ができ、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、従来コーデックモジュールを利用した場合と比較して、ターボ多重化コーデックモジュールを

利用した場合は、温室効果ガスの排出量が約 89％削減できることがわかりました。

　※ FPGA:Field Programmable Gate Array

項目 内容

符復号種別 ブロック符号形式の拡張ハミング符号

ブロックサイズ (64.57) × (64.57)

iteration 回数 6

最大回線速度 8.192Mbps

回線当たりの速度 64kbps ～ 6.4Mbps(64k step)

最大多重回線数 25

サイズ 80mm × 70mm × 10mm

電源電圧 / 最大消費電流 DC3.0 ～ 5.0V/700mA

　　評価対象商品の仕様

＜ターボ多重化コーデックモジュール＞
・1 台で最大 25 ユーザとの同時通信可能

　（FPGA の開発により本機能を有している）

・耐用年数 10 年

・定格電源電圧 3.3V(700mA)

・重量 40g

・その他の仕様は下表とおり

＜従来コーデックモジュール（当社推定構成品）＞
・1 台で 1 ユーザのみ通信

　（複数ユーザの同時通信不可）

・耐用年数 10 年

・定格電源電圧 3.3V(700mA)

・重量 40g

・同時通信サポート以外の仕様は、ターボ多重化

　コーデックモジュールと同じとする（下表）

・電子部品等の装置構成も同じとする

ネットワークシステム事業本部　システム開発ビジネスユニット
主幹部長　坂本　宏 

開発担当者
主査　山中　太郎主幹部長　坂本　宏



14
NTT-AT グループ　環境報告書 2010

　　ＬＣＡ評価結果の活用法
　従来のコーデックモジュールと比較し、CO2 排出量が、約 1/10 に削減でき、環境負荷低減にも貢献する

商品であることをアピールしたいと考えています。本商品は装置内のモジュールですが、装置として組み上

げた場合、お客様にとってどのようなメリットになるかを、環境面も含めて明確にした上での営業の必要性

を感じています。

　　環境負荷の低減に貢献する商品開発について
　商品コンセプトとして本商品はマルチキャリアに対応できることから消費電力の低減が可能であることは

わかってはいたのですが、今回 LCA により、具体的な数値として環境貢献度が明らかとなりました。

　今後ますます商品毎に CO2 排出量を明示することが必要になってくるかと思います。商品開発では CO2

排出量の削減にも意識を持って設計の段階から心がけていきたいと思います。

　　今後の方向性について
　無線中継装置向けの商品であり、マルチチャネル化により高集積化できれば、さらなる環境負荷の低減に

貢献できるのではないかと考えています。今後も、いろいろな角度から環境負荷低減の可能性を探っていき

たいと思っています。

　　評価モデル

従来コーデックモジュール
（当社推定構成品）　25台

ターボ多重化コーデックモジュール
　　　　　　　　　　　　　　1台

【評価条件】
◆機能単位：25 ユーザ※との同時通信サポート（評価単位は 1 年間あたり）　

　　　　　　（※当商品ご利用のお客様の平均的なご利用形態）

　本来であれば右図のように、コーデック本機以外にインタフェースと装置コントローラ
を含めたキットとして使用されるため、従来コーデックモジュールの場合はキットが 25
台必要となるが、インタフェースと装置コントローラの装置情報の入手が困難であったた
め、本評価ではコーデックモジュールに限定している。

5 台まで増設可能

インタフェース

装置コントローラ

本機RF

データバス
（独自信号配列、時間多重方式）19.2MHz ～ 44.8MHz

★基本的なインタフェースを含む
キット（枠内）を提供可能です。

100
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従来コーデックモジュール
（当社推定構成品）

ターボ多重化コーデックモジュール
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商品紹介ページ（ http://www.ntt-at.co.jp/product/turbocodec/)
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Type Ⅱ環境ラベル「AT-ECO」の取り組み
　NTT-AT では、商品やサービスを科学的に検証し、環境配慮の効果が

ある商品やサービスには Type II 環境ラベル 「AT-ECO」の表示を行っ

ています。

　販売する商品やサービスが、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。

　本ラベルは自己宣言型環境ラベル（Type II）であり、環境表示ガイド

ライン（環境省）に則り、作成および表示を行っています。

　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があります。

　今年度は、前ページで紹介した４つの商品・サービスを追加しました。

Type Ⅱ環境ラベル「AT-ECO」対象商品
　2009 年度までに「AT-ECO」を表示した商品は下記のとおりです。

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 光カールコード「＠くる。」 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 フィルタ内蔵コネクタ RoHS 指令適合

6
低電磁ノイズ・省エネインバータ式蛍光灯　

EcolonLIGHT
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 MeetingPerfe Ⅱシリーズ 紙の削減

2 映像会議システム 人の移動の削減

3 InfoMaster 紙の削減、人の移動の削減

4
低電磁ノイズ・省エネインバータ式蛍光灯　

EcolonLIGHT
電力使用量の削減

5 MediaSpark
フィルムの削減

人の稼働の削減

6 Web 型テスト・学習・集計システム Perception 人の移動の削減

7 MatchContactSolution 人の稼働の削減

8 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

9 MallVision 電力使用量の削減

10 RealTalk C7 & VOCALNET Idobata 人の移動の削減

11 DiscussNetPremium
人の稼働の削減

人の移動の削減

12 ターボ多重化コ―デックモジュール 電力使用量の削減

環境に配慮している理由
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商品・サービスの環境負荷低減
　～マニュアルの電子化～

1. サービスの概要
　自社製ソフトウェア「家屋評価システム HOUSAS」「家屋台帳

履歴管理システム HOUSTRAGE」のマニュアルは、従来印刷物

（紙）にて提供していました。これを、Windows のヘルプ機能か

ら参照できる電子マニュアルの提供に切り替えることで、環境負

荷の低減と同時に検索などの利便性を向上させたサービスです。

2. サービスを行う際の環境配慮
　膨大な量の紙資源を必要としていた紙マニュアルの作成提供を

電子マニュアルに置き換えることにより紙資源の節約を配慮しま

した。

3. 環境面での効果・利点
　電子化により、これまでマニュアル作成に使用していた約 20

万枚の紙の削減ができました。また、作成（印刷＆製本）からユー

ザへの配送などの事務量、及び、経費も削減ができました。さらに、

ソフトウェアのバージョンアップのリリースに合わせて、その都

度新マニュアルの提供が可能となり、お客様はいつも最新版を利

用できるようになりました。

4.2009年度の取り組み
　昨年度の基本的な総合マニュアルの電子化に続き、2009 年度は HOUSAS の管理者用「運用マニュアル」、

設定マニュアル、その他「Q&A」「サポートサービス説明書」の電子化を行いました。さらに電子化マニュ

アルをお客様に効率良く利用いただくために、FAQ の導入など、検索し易い仕組みを工夫しました。

5. 苦労した点、良かった点
　従来の紙のマニュアルを利用することに慣れたお客様からは「マニュア

ル参照しながら操作がしたい ( できない )」等の苦情が寄せられることが

ありますが、電子化マニュアルの活用の仕方や「環境負荷低減」への取

組の一貫であることを粘り強く説明することで、ご理解とご協力を得て

きました。このような取り組みを含めて弊社の環境への取り組みが評価

され ISO14001 認証取得ができたことで、環境への配慮を取引相手に

求めるお客様との商談を優位に進めることが可能となり、今後のさらな

る拡販に期待しています。

6. 今後の取組み
　ソフトウェアのバージョンアップに合わせて常に最新のマニュアルを提供することで、質の高いサポート

サービスを推進していきます。

NTT-AT エムタック株式会社
小川　興次郎

電子マニュアル画面

電子マニュアル画面

電子マニュアルスタッフ
      　窪倉さや佳　　黒川哲也　　　

　　     横関弥生　　　庄司万樹子 



17
NTT-AT グループ　環境報告書 2010

環境マネジメントシステム
　環境経営推進体制

　NTT-AT グループの環境マネジメントシステムは、NTT-AT 社長を最高経営層とし、環境管理責任者の下、

本社組織、各事業本部及びグループ会社を構成部門とする体制としています。また、NTT-AT 社長を委員長

とし NTT-AT 本社組織各部長、各事業本部長及びグループ会社の社長で構成される環境保護推進委員会を設

けており、同委員会では、NTT-AT グループ全体に関わる環境マネジメントシステムに関する審議及び方向

づけを行っています。

　各部門においては、経営企画部長、事業本部長、あるは、グループ会社社長が部門管理責任者を務め、各

部門の事業に密着した環境保護活動を推進しています。部門管理責任者の下、サイト単位で設置した環境推

進者が現場の中心となって活動行っています。環境推進者は現場の窓口となっており、構成員からの意見の

吸い上げも行っています。

　このように、NTT-AT グループ全体として環境保護活動を行なう体制を整えています。

最高経営層
NTT-AT 社長

内部環境監査チーム環境保護推進委員会

環境管理責任者

環境対策推進室室長
環境管理事務局

NTT-ATグループ会社

部門管理責任者
NTT-AT グループ会社 社長

環境推進者
サイト別

部門構成員

NTT-AT各事業本部

部門管理責任者
各事業本部長

環境推進者
サイト別

部門構成員

NTT-AT本社

部門管理責任者
経営企画部長

環境推進者
サイト別

部門構成員

全 17 部門

1 部門 10 部門 6 部門
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環境マネジメントシステム
　ISO14001認証登録状況

　2002 年 4 月に NTT-AT 全社及び NTT-AT クリエイティブ株式会社で 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 全社及び NTT-AT クリエイティブ株式

会社での ISO14001 認証を登録しました。（登録番号：JSAE598）

2003 年度からは、対象範囲を拡大し、NTT-AT グループ全社で取り組みを開始し、同年 12 月に新たにグ

ループ会社 5 社（NTT-AT テクノコミュニケーションズ株式会社、NTT-AT システムズ株式会社、NTT-AT

アイピーシェアリング株式会社、NTT-AT クリエイティブ株式会社、NTT-AT ナノファブリケーション株式

会社、）が認証登録しました。さらに、2009 年 9 月の定期維持審査において NTT-AT エムタック株式会社

の登録拡大が認められ、NTT-AT グループ全体７社での認証登録をしました。

　NTT-AT グループ EMS の最大の特徴は、サイト数 28、構成員数約 2500 名（NTT-AT グループ会社 6

社を含む）というマルチサイト EMS であり、認証登録の産業分野も広く、6 分野での登録となっているこ

とが特徴です。

　今後も、NTT-AT グループとして継続的改善に努めてまいります。

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：17 部門
総構成員数：約 2500 人
サイト数：28

JAB 認定範囲番号
　19　電気的及び工学的装置
　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
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環境目標と実績
　「NTT-AT グループ地球環境憲章」に掲げた事項を実施していくために、2002 年度から、全社の環境目的・

目標を定め、環境活動の取り組みを進めています。

　2009 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 つの商品・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」

マーク表示商品を拡大する。

" ○ "　MallVision、RealTalk C7& VOCALNET 

Idobata、DiscussNetPremium 及びターボ多重

化コーデックモジュールについて LCA を実施し、

上記 4 商品における 2008 年度の環境改善効果は 

494t-CO2 であった。

　上記 4 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

及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。

“○”　RoHS 指令適合状況は 29 商品中 27 商品。

このうちメーカ証明書がすべてあるものは 19 商品。

Deca-BDE まで適合したものは 8 商品（H21 年

12 月末現在）

(2) 業務改善による環境負荷低減を行う。 “○”　17 部門　目標は全て達成確認

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 コピー用紙の環境配慮の目的はグリーン調

達基準にあったものが十分供給される見通しが

得られた時点で設定する。

(1)- ①：“○”　オフィス用品は 82.5% で良好　

(1)- ②：“○”　グリーン調達基準にあったものが十

分供給される見通しが得られなかったため設定しな

かった

(2) 集中購買時の環境への配慮をする。 (2) 集中購買はなかった。

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。
“○”　316 枚／人・月で目標をクリア

5．省エネルギー対策

① 省エネ施策の実施を徹底する。 ① “○”　評価点 4.7 で良好（5.0 ～ 4.3）

② サーバの電力削減の試行を行う。

　　（②項は、2009.10.1 施行とする。）

② 3 件のサーバ更改があり、電力削減量が測られて

いる。

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 4.9 で良好（5.0 ～ 4.7）

(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 5.0 で良好（5.0 ～ 4.6）

(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（5.0 ～ 4.0）

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)“○”　2009 環境報告書 を発行 

　　　　　　（2009 年度より PDF 版で発行）

(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 を随時更新するととも

に、社内報 ATCLUB への記事掲載を行った。



20
NTT-AT グループ　環境報告書 2010

省エネルギーの取り組み
　NTT-AT グループでは、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、離席時のパソコン及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等、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

　また、改正省エネ法に対応するために、2009 年 10 月からサーバ電力削減の試行として、サーバ集約化

に関する現状調査を実施しました。サーバ更改等を計画した場合は省エネ対策の検討を行い、サーバの更改

等があった場合はその前後の電力量測定を行いました。

　電力使用量については、ほとんどのロケーションがテナントであることや、ロケーションの集約や移転な

どのため正確に把握することが難しい状況ですが、可能な限りデータを入手し、分析を進めています。今後

も電力使用量を把握し、省エネ対策に取り組んでいきます。

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」活動を行っております。

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、返却管理を行っており、確実に

実施しました。

種類 重量 (t)

産業廃棄物 22

建設廃棄物 7.3

特別管理産業廃棄物 5.5
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省資源の取り組み
　NTT-AT グループ 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

等を行うことで紙の削減に努めました。2009 年度の PPC 用紙使用量の目標、320 枚 / 人 / 月に対し、実

績は 316 枚 / 人 / 月となり、グループ全体で目標を達成することができました。

　今後も使用量については、現状を維持しつつ、カタログ、パンフレットなどについても Web 化や電子ファ

イル化を検討する予定です。

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（TOS-NET）のオンラインカタログで環境配慮型商品には

【ECO】と表示され、購入時は【ECO】商品から選ぶようにしています。

　2009 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 82.5％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。

2002 20092008200720062005

年度

使
用

枚
数
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NTT-AT　エコ活動

省エネタイプの自販機への切り替え

　2009 年 6 月に環境負荷軽減とコスト削減を目的として合計 26 台の

飲料自動販売機を省エネタイプに交換しました。内訳は、缶の自動販売

機を６台、紙カップ式自動販売機を 20 台です。

　従来のものと比較して消費電力が約 1/2 から 1/3 と大幅に削減され

るため、電気料金を合計で約 100 万円 / 年の削減につなげることができ

ました。

　また、森林資源保護のためにマイカップ対応にも取り組んでいます。

上記紙カップ式自動販売機のうち 16 台と設定変えのみでできる既存の

省エネタイプ自動販売機 6 台をマイカップ対応式自動販売機にしました。

これにより 2009 年度の紙カップ使用を 22.6％削減できました。

　今後は、環境保護を更に進めるため省エネ型自動販売機の導入拡大と、

マイカップ利用促進を実施して行きたいと考えています。

営業本部　営業推進部門
主査　江口　恭子

　ペットボトルのキャップは、飲み終わった後、そのままゴ

ミ箱に捨てていましたが、当本部社員の家族の勤務先でペッ

トボトルのキャップ収集をしていることが話題となり、収集

したキャップが社会貢献に繋がるということを知りました。

そこで本部内メンバでキャップ収集を始め、１年程でダン

ボール一箱分になりました。キャップ 800 個で 1 人分のポ

リオワクチン代になり、6,300g の CO2 を排出抑制するこ

とが可能とのことなので、私たちの活動によって数人にワク

チンを届けられたのではないかと思っています。

　今後も小さな活動ではありますが収集活動を継続して、身

近なところから社会貢献をしていきます。

NTT-AT　エコ活動

エコキャップ活動
次世代ネットワーク推進事業本部　企画部門

主任　小島　志都江

次世代ネットワーク推進事業本部　企画部門

社員　石川　隆行　　　　　社員　青木　伸介
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法規制等の順守
　NTT-AT では毎月 18 の環境関連法規について改正状況をウォッチし、対応を進めています。

　また、NTT-AT グループに適用される法規制等の順守状況を確認するための順守評価を 2009 年 7 月に

実施しました。

　その結果、2009 年度は、環境に関連する法規制についての違反はありませんでした。

NTT-ATグループに適用される法律名
順守状況
○＝違反なし

特定家庭用機器再商品化法 ○

資源の有効な利用の促進に関する法律 ○

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 ○

東京都における特別管理産業廃棄物管理責任者設置に係る要綱 ○

建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について ( 通知 ) 平成 13 年 6 月 1 日 環廃産 ○

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 ○

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 ○

特定商品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律

( フロン回収破壊法 )
○

使用済自動車の再資源化等に関する法律（自動車リサイクル法） ○

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する

特別措置法（自動車 Nox・PM 法）
○

神奈川県生活環境の保全等に関する条例 ○

毒物及び劇物取締法 ○

横浜市火災防止条例 ○

電気事業法 ○

大気汚染防止法 ○

水質汚濁防止法 ○

エネルギーの使用の合理化に関する法律 ○

地球温暖化対策の推進に関する法律 ○

順守評価結果　一覧
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内部環境監査
　NTT-AT グループでは、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するため内部環境監査を実施

しています。その結果は最高経営層（NTT-AT 社長）及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。

　2009 年度は、環境貢献度アセスメントの状況、本来業務に即した環境施策の効果の確認、環境法規制等

の順守状況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 

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 アイピーシェアリング株式会社 　　　　NTT-AT クリエイティブ株式会社 

NTT-AT ナノファブリケーション株式会社 　　　NTT-AT エムタック株式会社　　　　　　　　　　

全 17 部門 28 サイト、延べ 40 カ所 

　監査の結果、指摘事項として不適合件数：１件　観察事項件数：15 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
2009 年 7 月 13 日～ 9 月 7 日

内部環境監査員：20 名

監査所見
内部環境監査責任者 

NTT アドバンステクノロジ株式会社　先端プロダクツ事業本部　環境ビジネスユニット 　

鶴見　あやこ　CEAR 登録主任環境審査員　A18158

 

　NTT-AT グループの先進的取り組みである AT-ECO ラベルの社員の認知度が高まっており、AT-ECO ラ

ベルを自部門の商品に使用したいという積極的な活用を希望する部門も出てきており、意識の向上が感じら

れました。環境への関心が市場でも高まる中、この取り組みによって商品に付加価値をつけることで事業へ

の貢献にもつながるよう戦略的にアピールをされることを期待します。

　部門の目的目標や環境マネジメントプログラムについて「自分達は何で貢献できるか」を自ら考え、本業

を活かした取り組みがされていました。また、目的目標の取り組み以外にも、自発的な取り組みが見受けら

れました。

　今後の課題としては、システム全体として似たような内容を管理する記録が複数ある点や、管理文書をよ

りスマートにできる点など、効率化の検討余地があると考えます。

　また、各部門の活動ではルーチン化したことにより、各プロセスの関連について認識が薄れ、年度の切り

替えの際に内容の見直しがきちんとされていないなどの課題が見受けられました。環境実務者研修などを通

じ、再度 EMS の各プロセスの関わりについて各担務者の方に認識いただくよう対応をお願いします。

　今年度検討をしている他のマネジメントシステムとの共通化に当たって、同じようなプロセスにおいて文

書や記録を統合するなど、関係部署と協力し会社全体のマネジメントを考えた改善と、取り組みの発展を期

待します。
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NTT-ATグループの環境教育
　2009 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
　2009 年度の全構成員に対する一般教育は、e ラーニングを用いて実施しました。まず、環境管理事務局
が各部門の部門管理責任者（副）、環境推進者に対して、NTT-AT グループの環境への取り組みや e ラーニ

ングの方法等について集合研修を実施し、部門ごとに e ラーニングによる一般教育を実施しました。

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
境の関わり等について研修を実施しました。

専門教育（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、

約 120 名の環境マネジメントシステムの中核となる実務者に対し、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実務者については電話会議システムを用いて研修を実施しました。

専門教育（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。2009 年度は新たに 8 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（その他）
　環境有意業務に従事する構成員に対する緊急時訓練やマニフェスト伝票を発行する可能性のある担当者を

対象とした研修等を実施しました。

社内啓発運動
　社内報「ATCLUB」に環境に関する記事の掲載を実施したほか、イントラネット上の社員用 EMS サイト

を利用し、国や自治体等で実施しているチーム・マイナス６％等の地球温暖化防止に向けた活動やＮＴＴグ

ループでの環境への取り組みなどの情報を広く社員に周知しました。また、環境配慮商品・システムを示す

環境ラベルについて、環境貢献度評価（LCA）を行った環境ラベル「AT-ECO」の取り組みを掲載し、自社

の取扱商品・システムの環境負荷低減効果を紹介しました。　

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。
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環境情報公開
　NTT-AT グループでは、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について、社内

イントラネットのサイトにて社員へ伝達しています。社外へは、NTT-AT の公式サイトより環境方針や

ISO14001 認証登録などの環境情報について情報発信を行っています。また、2003 年度より毎年、Web

上で環境報告書を発行し、上記公式サイトにて公開しており、当社商品の LCA による評価結果も掲載して

います。

　2008 年度より、環境ラベルへの取り組みも開始しました。RoHS 指令適合商品や LCA を実施した商品

が環境ラベル対象商品となります。環境ラベルの内容については、NTT-AT の公式サイトなどで公開してい

ます。

　NTT-AT グループでは、より充実した環境情報の公開に努め、今後とも引き続き、環境保護活動について

の情報を発信していきます。

NTT-AT 公式サイトで公開している

環境報告書 2009

NTT-AT 公式サイトにおける環境ラベルの公開
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環境に関する問い合わせ状況

環境に貢献する商品・サービスの出展

　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。

　2009 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 113 件あり、2005 年度から毎

年 100 件以上ものお問い合わせをいただいています。特に、欧州での RoHS 指令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等）が、前年度に引き続き 2009 年度でも大部分を占めて

おり、年々 RoHS 指令対応への取り組みを実

施しているお客様が増えている様子が伺えま

す。

　NTT-AT グループとしましても、そのよう

なお客様からのグリーン調達に対応できるよ

うに、企業活動及び商品・サービスの環境負

荷低減に取り組み、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

応してまいります。

　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。

　2009 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

Interop Las Vegas 2009 09/5/19 ～ 21 RealTalk

e-messe kanazawa 2009 09/5/21 ～ 23 ワットアワーメーター

ビジネスコミュニケーション東京 2009 09/5/27 ～ 28
TANDBERG Codian

TANDBERG C60

Interop Tokyo 2009 09/6/10 ～ 12
RealTalk

MeetingPerfe

CommunicAsia 2009 09/6/16 ～ 19
RealTalk

HIREC

InfoComm 2009 09/6/17 ～ 19 RealTalk

東海地区 NTT グループソリューション展示会 09/6/18 MeetingPerfe

第 10 回コールセンター /CRM デモ
& コンファレンス 2009

09/11/12 ～ 13 MatchContactSolution

ネット＆モバイル通販ソリューションフェア 2010 10/2/25 ～ 26 MatchContactSolution

グリーン調達関連
その他

2003 2005 2007 2009
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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、2009 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

のあるロケに勤務している 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

　　　桜の季節や落ち葉の多い季節に合わせた、研究所周辺

　　のクリーン作戦への参加（4 月、11 月～ 12 月）及び、

　　三鷹駅周辺の清掃活動への参加（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

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

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４度目の企画である「打水

大作戦 2009」（2009 年 8 月 6 日）に多数の社員が参加し、

地球温暖化防止活動の一助とすることができました。

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等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。

　これからも NTT-AT グループは、 「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。

クリーン作戦参加の様子

打水大作戦 2009 参加の様子

手話サークル活動の様子
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環境保全コスト
　2009 年度の環境保全コストの費用合計は 114 百万円でした。

　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 0 

事業エリア内資源循環コスト 2 

上・下流コスト 0 

管理活動コスト 112 

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 114 

環境保全コスト（単位：百万円）
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環境活動のあゆみ

1999 年　12 月 22 日　　NTT 先端技術総合研究所、厚木研究開発センタ内の NTT-AT が厚木研究開発

　　　　　　　　　　　　　センタと共同で ISO14001 を登録【JSAE178】

　　　 　　12 月 28 日　  環境情報事業部および光デバイス事業部〈三鷹地区〉が ISO14001 を登録　

　　　　　　　　　　　　　【EC99J1152】

　　　　　　　　　　　　　　*2002 年 12 月登録返上

2002 年     4 月 12 日　　アクセスシステム事業部が ISO14001 を登録【JSAE509】

　　　　　　　　　　　　　　*2002 年 12 月登録返上

                12 月 13 日　　NTT-AT 全社で ISO14001 を登録【JSAE598】

2003 年   12 月 19 日　　NTT-AT グループ全体※で ISO14001 を登録【JSAE598】

　　　　　　　　　　　　　　※グループ全体は以下のとおり

　　　　　　　　　　　　　　　･NTT アドバンステクノロジ株式会社 

　　　　　　　　　　　　　　　･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 アイピーシェアリング株式会社 

　　　　　　　　　　　　　　　･NTT-AT クリエイティブ株式会社 

　　　　　　　　　　　　　　　･NTT-AT ナノファブリケーション株式会社 

2005 年   10 月 19 日      NTT-AT グループ全社の ISO14001 第 1 回更新、拡大※審査

　　　　　　　～ 21 日　   　※コミュニケーションシステム事業本部の登録範囲への追加

2008 年     9 月  9 日　　 NTT-AT グループ全社の ISO14001 第 2 回更新審査

                    ～ 12 日

                

　　　　　10 月 1 日　　  NTT-AT 環境ラベル※「AT-ECO」運用開始

　　　　　　　　　　　      　※自己宣言型環境ラベル Type Ⅱ

2009 年     9 月 29 日　　NTT-AT グループ全社の ISO14001 更新、拡大※審査

　　　　　　　　　　        　 ※ NTT-AT エムタック株式会社の登録範囲への追加



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


