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ご紹介いただきましたNTT生 活環境研究所の山田で

す。私どもの研究所では, ライフスタイルに革新をもたら

す情報技術 (IT)の研究を行 っていますが,中でもIT
をどのように環境保護に役立てるかという観点から,環境

ITの研究に力を入れていますので,今 日は,そ れを中心

に紹介 します。

(1)IT社会の進展とエネルギー消費

まず,ITが環境にどんな影響を与えるかを考えるため,

情報通信に関わるエネルギニ消費について考えてみたいと

思います。

最初の携帯電話であるショルダーホンでは消費電力は35

Wも ありましたが,現在では lW以下,すなわち,消費電

力は 1/100に なっています。 しか し,数が当時の 6万加

入か ら現在の6,000万 加入 と1,000倍 に増加 しているため

に,ト ータルでのエネルギー消費は大幅に増加 しています。

このような携帯電話の普及に加えて,デ ィジタル化,光化

の進展によって, NTTグループのエネルギー消費は2010

年には1990年の 3倍以上に増加することが予測されていま

す。

このように, ITの進展によって,情報通信に関わるエ

ネルギー消費は増加 しますが,一方では,ITの活用によっ

てエネルギー消費が削減できるのではないかと期待されて

います。例えば,1999年の 1年間にNTTで 行 った1,657

回のTV会議を分析 したところ,TV会 議を利用すること

によって,出張会議を行うよりも,エ ネルギー使用量が75%

減少することが明 らかになりました。また,二酸化炭素

(C02)排出量については85%削減でき, コス トについて

も80%削減できるという結果が得 られています。

もう一つの例として,電話番号案内の IT化について考

えてみます。NTTの 紙資源消費の95%は電話帳であり,

古紙の混入率を50%にするなどの施策を進めていますが,

一方で,電話番号案内の IT化 も進めており,現在では,

電話番号検索用のCD― ROMを市販するとともに,イ ンター

ネットによる電話番号案内サービスを提供 しています。電

話帳の製造エネルギーと比較すると,CD― ROMや インター

ネットを利用する場合のパソコンや通信ネ シヽトワークのエ

ネルギー消費は圧倒的に少なく, エネルギー消費からだけ

考えれば,CD― ROMや インターネットを用いた電子検索に

なるとかなりの効果があると思われます。

(2)生活環境情報ネットワークと環境教育

もう3年以上 も前になりますが,1997年 10月 に,国連大

学とNTTが 共催で,「 マルチメディアと地球環境」フォー

ラムを開催 しました。 このフォーラムの目的は, IT一当

時はマルチメディアと呼んでいましたが一がどのように地

球環境保護に役立つかを明確にすることでした。その当時

は ITの
・
進展がまだ十分でなか ったので賛否両論で した

が,地球環境のセンシング・分析,移動の削減 (物流から

情流へ),地球環境保護のための教育 0啓発および研究支

援の二つの分野で, ITの活用に期待が集まりました。

このフォーラムが契機となって,岩手県,国連大学,N
TTの三者による環境情報ネットワーク共同プロジェクト

が発足 し,通信ネットワークを利用 して環境情報を収集す

るとともに, これを環境行政や環境教育に利用する取 り組

みを進めてきました。

環境問題は時間的にも空間的にも非常に広範なものであ

るために,我々一人ひとりがこれを実感として捕 らえるこ

とは非常に困難であり, これが環境問題への関心の低さを

招 く一因ともなっています。このような問題を解決するた

め,NTT生 活環境研究所では「見えれば変わる」「知れ

ば変わる」をキーワー ドとして,生活環境情報ネットワー

クの研究開発を進めています。 この生活環境情報ネット

ワークは,河川や大気のデータ,動植物の分布などの自然

環境情報,花粉予報や リサイクル情報などの生活情報, さ

らには,環境NGOな どの住民活動情報などを流通させよ

うとするものです。
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岩手県における共同プロジェク トは, この生活環境情報

ネットヮークのプロトタイプ作 りをめざしたもので,特 に,

自然環境情報の収集・公開と,環境教育への応用に力を入

れてきました。今日は, ITを活用 した環境教育の実践例

について紹介 します。

第 1の分野は「身近な環境調査」ですが, これは桜の開

花 とか酸性雨などの身近なテーマについて共同調査を行

い,そ れを通 して地域全体の環境を理解することをねらい

としています。例えば,桜開花一斉調査については,昨年

4月 から5月 にかけて,岩手県内の小中学校104校 の参加を

得て実施 しました。具体的には,各学校から「何月何日,

桜が開花 しました」とか「何月何日,桜が満開です」とい

う情報をインターネットやファックスで送ちてもらい,そ
れを岩手県の地図上にマッピングして,ホ ームページで公

開 しました。 これによって,桜前線が 1ケ月かかって岩手

県を北上 していく様子や,沿岸部と山間部で桜の開花時期

が違 うことなどを知ることができ,岩手県全体の環境を理

解するのに役立ったと言われています。 もう一つの実践例

は酸性雨―斉調査です。これも岩手県内の小中学校90校 の

参加を得て,子供たちが降雨後のpH測定を行った結果を,

岩手県の地図上にマッピングするものです。桜開花一斉調

査も同様ですが,一校一校では点の情報で しかないものが,

地図上にマッピングすることで面の情報となり,新たな知

見が得 られるのも大きな特徴です。

第 2の分野は「擬似体験」ですが, これは普段体験でき

ないような場所から,音声とか映像を中継 して,臨場感あ

ぶゝれる学習を体験することをねらいとしています。三陸海

岸で行った海中授業では,水中カメラを持ったダイバーと

一緒に先生が海中に潜って,イ ンターネットを使って映像

を教室に生中継するとともに,海中の生物などを紹介 しま

した。直接に参加 したのは 5校ですが,海中授業はインター

ネットによって一般にも公開され,約 200件のアタセスが

あったことも注目しています。インターネットを使えば地

域を超えた授業ができることも大きな特徴です。

第 3の分野は「遠隔観察」です。 これは擬似体験と若千

似ているのですが,直接には観察することが困難な動植物

を,遠隔カメラなどの映像を介 して観察するものです。具

体的には,三陸海岸でウミネコの営巣観察を行いました。

ウミネコの営巣地は国立公園の中にあるので直接には観察

できないのですが,遠隔カメラや望遠カメラの映像を介 し

て, ウミネコの赤ちゃんが育つ様子を観察 したのです。 こ

のウミネコの営巣観察では,子供たちが観察 した結果を観

察目誌としてホームページ上に公開 していますが, このよ

うな情報発信をすることも環境教育では大きな効果がある

と思われます。

ITを活用 した環境教育の評価結果については,音質・

画質が不十分だという指摘 もありましたが,そ れにもかか

わらず,一体感が味わえるとか,仲間づ くりができるなど

の肯定的な意見も数多 く寄せ られました。アンケー トの意

見を集約 したものなので,ま だ定性的な評価にとどまって

いますが,協調性, 自主性,感受性を高めるのに非常に役

立ったという肯定的な評価結果が得 られています。

(3)大気環境アセスメントシステム

ニ酸化窒素 (N02)や浮遊粒子状物質 (SPM)な ど,

自動車の排気ガスに起因する大気汚染が問題となっていま

すが,大気汚染の状況をきめ細かく測定するためには,セ
ンサの小型化とネットワーク化が必要となっています。こ

のため,ナ ノテクノロジーを用いて小型で超高感度なN02

センサを開発するとともに, これを通信ネットヮークに接

続できるようにして,多地点モニタリングが容易にできる

N02セ ンシングシステムを開発 しました。これによって,

N02の 局所的な濃度分布を リアルタイムで測定できるよう

になりました。現在は,N02だ けでなく, SPMやオゾン

なども同時に測定できる大気環境モニタリングシステムの

開発を進めています。

さらに,大気環境のアセスメントを行うためには,モ ニ

タリング技術とならんでシミュレーション技術が重要とな

ります。 このため,GIS(地 理情報 システム)を利用 し

た人気環境 シミュレーションシステムの開発を進めていま

す。具体的には,工場などの固定発生源からのN02と 自動

車か らのN02の拡散 シミュレーションを行って,両者に起

因するN02の 濃度分布を求めるものです。工場や道路網の

地図データに,交通量データや風向・風速などの気象デー

タを用いて,実時間でシミユレーションするところをお見

せしましたが,GISを 利用することによって,環境基準

を満たさない地域がどこで,そ こにどのくらいの人が住ん

でいるかも容易に知ることができます。

(4)新 しい花粉予報 システム

我々一人ひとりの日常生活に密着 した生活情報を流通さ

せることをねらいとして,最近では,花粉予報 システムの

開発を進めています。

日本人の10人 に一人がスギ花粉症に罹らており,国民病

のように言われていますが,現在の花粉予報は, 自然落下

した一 日分の花粉の個数を顕微鏡下で人手で計測 し,温度

や風速などの気象情報を勘案 して半経験的に行われていま

すので,時間的・地理的にきめの細かい予報までは期待で

きません。今春,首都圏で, ITを活用 した新 しい花粉予

報 システムの実験を行いました。この新 しい花粉予報 シス

テムでは,花粉センサを花粉発生源であるスギ林の近 くに

配置 して,花粉の個数を リアルタイムで計測 します。さら

に,温度や風速などの気象情報を用いて,花粉の飛散 シミュ

レーションを行って, きめの細かい花粉予報を実現 しよう

とするものです。インターネットや iモ ー ドで,60時間先

まで 3時間ごとのスギ花粉予報を提供 したところ,大 きな

反響がありました。現在では,天気予報 (短期)の的中率

も80%を超えているそうですが,天気予報なみの花粉予報

が実現できるのもそんなに遠い将来ではないと思っていま

す。

さらに,花粉予報だけでなく,紫外線予報なども加えた

生活情報 システムの実現をめざしています。
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