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BTについて

BTは世界的規模でコミュニケーション・サービスを提供する企業です。現在、英国
をはじめ、世界の 170を越す国々でお客様のご要望にあったソリューションを提供
しています。

BT の組織
BT には、BT グローバル・サービス（海外事業）、BT リテール（英国内
事業）、BT ホールセール（コア・ネットワーク事業）、オープンリーチ
（アクセス・ネットワーク事業）の 4 つの事業部門があり、お客様の
窓口である営業部門になっています。この事業部門を支えるのが技術・
開発などを担当する BT イノベート＆デザイン（技術・開発）と BT オ
ペレート（運営・管理）です。

BT の製品およびサービス
BT は 1800 に及ぶ製品とサービスのポートフォリオを用意し、英国内
の消費者や中小規模の企業、海外の各国で事業を展開する企業、それ
にグローバルに拡大をする多国籍企業および政府機関、その他の通信
事業の企業の皆様に提供しています。

a  IFRS2 の改定に伴い変更。詳細については、弊社の年次報告書および Form 20-F を参照して
ください。

b  修正後となっている項目は、特定の項目、2009 年度の BT Global Services の契約および財務
レビュー手数料、および年金に対する純利子を差し引く前の額です。

c  修正後売上高、修正後 EBITDA、修正後税引前利益、修正後 1 株あたり利益、フリー キャッ
シュ フロー、および純負債は、IFRS 要件に加えて提供されている 非 GAAP 財務指標です。
非 GAAP 財務指標を使用する理由と、ほぼ同等の IFRS 指標への修正については、弊社の年
次報告書および Form 20-F の財務レビューのセクションに記載されています。

d EBITDA: 利払い前、税引き前、減価償却前、その他償却前利益

BT グループ (全体 )の業績
2010 2009a  増減率

売上高 (修正後 )b、c £20,911m £21,431m  2%

EBITDA (修正後 )b、c、d £5,639m £5,238m  8%

税引前利益 r(修正後 )b、c £1,735m £1,454m  19%

一株当たり利益 (修正後 )b、c 17.3p 14.1p  23%

通期配当案 6.9p 6.5p  6%

フリー キャッシュ フロー c £1,933m £737m  £1,196m

純負債 c £9,283m £10,361m  £1,078m

この報告書の内容は、特に明記しない限り、2009年 4月 1日～ 2010年 
3月 31日までの 1年間の BT の業績を示しています。

この報告書は他の言語でも読んでいただくことが可能です。 
英語、中国語、オランダ語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、
韓国語、スペイン語版、およびこのレポートの詳細版は 
www.bt.com/betterworldからダウンロードしていただけます。

BT の事業部門別売上高（2010 年 3 月、修正後）

BT Global Services 41%
（海外事業部） 

BT Retail 38%
（英国内事業部）

BT Wholesale 15%
（コア・ネットワーク事業部門）

Openreach 6%
（アクセス・ネットワーク事業部門）

BT Global Services 8%
BT Retail 33%
BT Wholesale 23%
Openreach 36%

BT の事業部門別 EBITDA（2010 年 3 月、修正後）

BT Global Services 41%
（海外事業部） 

BT Retail 38%
（英国内事業部）

BT Wholesale 15%
（コア・ネットワーク事業部門）

Openreach 6%
（アクセス・ネットワーク事業部門）

BT Global Services 8%
BT Retail 33%
BT Wholesale 23%
Openreach 36%
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BTグループの会長および最高経営責任者 (CEO)の
ご挨拶

コミュニケーション技術は、より優れた持続可能性（sustainable）の
ある方法で、生活や仕事をすることを可能にしました。BTもまさにこ
れを経験しています。会議サービスは出張の必要性を低減し、新たな
データ保管の方法は、コストとエネルギー消費の削減に役立っていま
す。いつでも、どこでも必要な情報にアクセスできることで、私達の
仕事の進め方に変化が起こっています。お客様もこうした利便性を享
受し、効率性の向上、コストと二酸化炭素排出量の削減を実現する‐
そのために BTは貢献するつもりです。
BTのテクノロジー、能力や遂行力を活用して、皆様が低炭素経済に移
行し、安定性のある豊かな社会の実現に寄与されるようサポートいた
します。当社では、実現は可能であると見ています。しかし難しいのは、
同時に当社のビジネス上の必要性―管理コスト削減や新たな市場の開
拓も必要であることです。この報告書では、こうした BTの方法の具
体例をいくつかご紹介しています。
英国で展開している高速ブロードバンド・ネットワークの構築は、

欧州における最大のプロジェクトのひとつと言えます。これによって、
英国にいる全てのコミュニケーション・プロバイダーの皆様が、経済、
社会それに環境などに配慮した製品やサービスを活用することがで
き、BTの成長にもつながることになります。
ご存知のように、企業の成長に比例して企業のエネルギー消費量

も増加します。それでも、BT では 2020 年までに、グローバルの炭素
排出原単位を 1997 年のレベルから 80% 削減することに引き続き取り
組んでいます。しかし BTでは、1997 年時点の全世界の BTの炭素排
出量を基準にして、2020 年までに 80% まで、削減することを公にし
ています。米国のカルフォルニア州では、太陽光発電を利用して BT
のオフィイスとデータセンターを管理するようになって、すでに一年
が過ぎました。英国では、当社の最初の風力発電の試験許可が得るこ
とができました。これは英国における電力産業以外の最大の企業風力
発電プロジェクトの一部で、BTはさらに次の建設計画を遂行する予定
です。当社の "最初に、しかもタイムリーに "（getting things right 
first time）サービスを提供－という重点指針には、配当の支払いも含
まれています。そのためには "ネットワークの健康 " に配慮し、誤謬
率を下げ、改修訪問を減らし、結果として営業車からの二酸化炭素排
出量削減につなげる必要があります。

BTは責任と持続可能性を備えた企業になると公表しています。そ
のために経済環境の如何を問わず、社員の能力開発、新技術習得、適
切配置が大切であると考えています。いまでも社員の技術力、才能それ
に指導力などの分野に投資をして、低炭素社会に対する準備をするよ
うに指導しています。プロダクト開発チーム用の機器やトレーニング

は、持続可能性を向上させる製品とサービスの開発に結びつくでしょ
う。その良い例が、エネルギー効率の良い BT Vision boxでした。
当社の新しい研修制度は、5,000 人を越える社員が新たな能力を

習得できるように計画されています。当社の「Work Inspiration」とい
うプログラムを終了すれば約 3,000 人の外部の若者に BTでの新たな
仕事のチャンスが与えられます。目的は通常のトレーニングを越えた 
"能力 " を開発することにあります。ちなみに当社の社員は昨年、全
世界で 28,000 日を自主的に参加した地域活動に使っています。当社
の社員は、ボランティア活動をすることで、地域社会に新鮮な風を吹
き込んでいます。そしてビジネスにも地域にも貢献できる新たな能力
を身に着けているようです。

BTはこうした当社の活動が、社会で継続的に認められていること
を嬉しく思います。たとえば Business in the Communityという団体の
社会責任評価制度 Corporate Responsibility Indexでは、BTの不断の成
果と取り組みが認められ、最高位レベルの "Platinum Plus" を授与され
ました。BTは Dow Jonesの Sustainability Indexでは、９年ぶりに通信
分野のトップではありませんでしたが、最上位の "Gold Status" を獲得
できたことを喜んでいます。当社は「持続可能性」を "Business as 
Usual（当然の通常業務）" として社内的に促進し、優れた成果を残し
たいと考えています。BTは責任ある企業市民を目指す組織である国際
連合グローバル・コンタクトの一員でもあります。
ここには胸躍るプランが紹介されています。2011 年は、その経

過報告を差し上げたいと存じます。

サー・マイケル・レイク イアン・リビングストン  
(Sir Michael Rake) (Ian Livingston)
会長  CEO

2010 年 5 月 12 日

イアン・リビングストン 
(Ian Livingston)
CEO

サー・マイケル・レイク 
(Sir Michael Rake)
会長

気候変動や資源不足、高齢化に関連する問題、貧困、社会的格差とデジタル・デバイ
ド（情報格差）－私達の社会は膨大な課題に直面しているといえます。BTは、企業
こそこうした課題を克服するための重要な役割を担っていると信じています。今、BT
では社員、サプライヤーそれにお客様と協力して、この課題に取り組んでいきたいと
考えています。
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2010 年の報告書の概要

BTは、世界最先端のテクノロジーを利用してコミュニケーション・サービスを提供
していますが、当社の重要視しているのはテクノロジーだけではありません。テク
ノロジーが、お客様や社員、所属するコミュニティ、それに人類の基盤である地球に、
何をもたらすことが可能なのか、その解明こそが当社知りたい分野なのです。BTが
コミュニケーション・サービスと IT（情報技術）を利用し、皆様と地球にどのよう
に貢献し、すばらしい未来を持ったすばらしいビジネスを創造しているか̶３つの
重要な分野について、ご報告いたします。

ITは仕事やコミュニケーションの方法を変革すると同時に、保健・
医療など私たちに不可欠なサービスの内容を向上させています。
BTはデジタル・エコノミーの中心をなす、ITと情報ネットワーク
に投資をし、その結果生ずる良い成果はさらに向上を図り、デジ
タル・ディバイドのような悪い成果については極力抑制するよう
に努力しています。

ネットワークでつながれた世界と 
テクノロジー

通信産業が努力すれば、世界の CO2 の排出量を 2020 年までに 
15% 削減できる可能性があります。BTは、1997 年を基準年として、
二酸化炭素排出量をこれまで 51% 削減。そしてお客様が同様の成
果を実現できるようにサポートしています。ただ、サービスを増
加したり迅速化を図ると、比例して電気消費量が増えるという課
題に常に直面しています。

将来の低酸素社会のための 
テクノロジー

BTはトレーニングや個人の選択による能力開発に対して、投資を
しています。これは変化の著しい最新技術を吸収し、当社が所属
しているコミュニティ（地域社会）の発展を助け、環境や社会の
問題を克服するのが目的です。BTのダイバーシティ（人種や性別
などによる差別をしないこと）やホームワーキング（Flexible 
working）制度は、企業能力の維持と、新たな分野からの "才能 "
の導入という成果に結びついています。

BTの '持続可能性 '－社員の能力の 
向上

私達は、日常の生活や仕事のなかで、技術のすばらしい可能性を目の
当たりにしてきました。ビジネスのグローバリゼーションや仮想ビジ
ネスの出現、さらには極微の人体内部を検視できる高度な技術など、
様々の技術が存在しています。インターネットを利用すれば、ワン・
クリックで、膨大な情報と知識にアクセスできます。しかし、デジタ
ル革命は始まったばかりで、本質的な変化はこれから到来すると考え
ます。
この報告書では、左記に概要を説明していますが、3 つの分野に

おける方向性を提示し、その中で当社の実績や新たなチャンスへの方
針、それに新技術から派生するリスクや葛藤をご説明いたします。同
時に BTの未来への考え方を提示させていただき、技術が世界をどう
変化させるか、また BTがどのように貢献できるかを読者の方々と一
緒に見ていきたいと考えています。また、BTがビジネスを運営する
に当たり、社内規範を重要視しながらどのように計画を遂行してきて
いるか、客観的な実績や成果をファクトシートしてご提示いたします。
（12 - 13 ページをご参照ください。）

BT の企業の責任 (CR) 戦略
BTの企業責任活動の戦略は、下記の 4 つの柱から成り立っています。

  責任感がある持続可能な企業として行動する
  BTは、成功は確かな基盤の上に築かれることを認識しています。
したがって、責任感と持続可能性を持って、全ての事業を運営す
るのが当社の理念です。その一環として、社員、お客様、サプラ
イヤー、事業を展開しているコミュニティをサポートしています。

   気候変動への取り組みを支援する
  BTは、社員およびサプライヤーと協力して、エネルギー消費量の
削減に努めています。 

  持続可能なカスタマ ソリューションを開発する 
  BTは、お客様の要望にお応えするように努力しています。そのた
め最近要望の多い、簡単に利用でき、炭素排出量の低い、社会に
貢献する製品やサービスを提供しています。

  機会均等の社会をつくるために必要な能力を磨く 
  BTは、ネットワークで統合された社会を作るために重要な役割を
果したいと考えています。そこでは、すべての人がテクノロジー
の恩恵を受けるチャンスがあります。
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たれもが等しくテクノロジーの恩恵を受けられるべきです。BTは積極
的に多くの皆さんがテクノロジーを活用できるように心がけていま
す。それは、BTが政治家などの方々と協力して、プライバシーや不正
行為、データ・セキュリティなどの課題にも取り組むことも意味します。
テクノロジーの影響は小さくありません‐仕事やショッピングの

場所と方法、テレビ、映画、音楽をどこで、どうやって楽しむのか、
それに最新情報はどうするのか－私達の生活は大きく変わりました。
その効果はほとんどが前向きな結果をもたらしたと各国の政府が認め
ています。英国では 2009 年 6 月に政府から「Digital Britain Report」
が公表され、特に ITが社会と経済に与えた大きな可能性を報告すると
同時に、各個人もその恩恵を受けられるための必要な活動も列挙され
ています。同じような結論は、米国の連邦通信委員会（FCC）が提出
した「National Broadband Plan」や欧州連合（EU）の「EU 2020」戦
略にもみられます。後者では、デジタル化で統合された単一市場によ
る持続可能な経済的、社会的効果についても指摘されています。
 ここでは英国での当社の役割をご紹介し、製品やソリューション
を個人住宅、大企業までどのように提供されているかご紹介します。

時代に即したインフラの提供
テクノロジーがもたらす様々の可能性－それは信頼性と完全性がある
最新のインフラがなければ実現しません。

BTは英国で今、15 億ポンドを投資し、光ファイバーのブロード
バンド・ネットワークを建設中です。2012 年までに少なくても 40% 
の住宅や建物にネットワークを敷設します。この計画はこれまで欧州
で実施された光ファイバーネットワークへの投資のなかで最大の規模
を誇ります。2010 年末には、400 万の住宅・建物に光ファイバー・サー
ビスが提供されます。財政的にも投資環境が整ったため、2015 年まで
に英国の 3 分の 2 の住宅・建物に光ファイバーを普及させるつもりで
す。BT以外の通信関連会社は当社のネットワークに迅速かつ容易に接
続することが可能になり、かつ高速の光ブロードバンド・サービスを
自社のお客様に提供できるようになります。

地域によっては、特に地方や遠隔地では、地方政府などの公的機関や
その他の支援がないと、高速ブロードバンド・ビジネスが成り立たな
いこともあります。こうした場合、ビジネスや教育、それに社会にイ
ンターネットがもたらすチャンスを確保するためにはパートナーシッ
プは大きな役割を果します。北アイルランドでは、官民合同セクター
により、光による高速ブロードバンドを都会・地方の両地域に敷設す
ることができました。
英国ではすでにブロードバンドの普及率（アクセス可能な率）が 

99% を越えています。光高速ブロードバンドはこの投資を基礎にして
構築されます。BTの現在のWi-Fiネットワークは、英国とアイルラン
ドで 150 万のホット・スポットを接続しており、両国では最大の普及
率（アクセス可能率）になっています。BTは、2012 年までに英国の
全ての世帯に 2 メガのブロードバンド・サービスを提供できるように
する計画です。これからも遠隔地でのブロードバンド普及率の向上に
尽力するつもりです。

ネットワークでつながれた 
世界とテクノロジー
BTはテクノロジーをすばらしい "力 "と
して活用し、お客様やコミュニティでの
生産性と生活の質の向上にお役に立ちた
いと考えています。同時に、その力によっ
てビジネスの成長も図るつもりです。

デジタル ディバイドへの取り組み
外部の視点
英国オンラインセンター
マネジング・ディレクター 
ヘレン・ミルナー氏

今後 3 年で新たに 100 万の登録者を獲得する計画を当社は持ってい
ます。で、それは可能ですかと聞かれたら、「もちろん」と返答します。
なぜ、そうしなければならないのでしょうか。

英国のインターネット利用件数は、ここ 10年以内で 3倍に増加
しています。インターネットは、毎日のコミュニケーション手段であり、
Eコマースの機会やエンターテイメントなどを提供してくれています。
昨年までに、英国世帯の 70% がインターネットにアクセスしています。
この 12 ヶ月で 11%の増加でした。しかし、成人人口の５分の一であ
る 940 万人がこれまでインターネットを利用したことがありません。
いまや、従業員募集の 13%がインターネットだけで行なわれています。
インターネットの利用者の中には、オンラインで提供されている割引
サービスを活用して、年間 560 ポンドを節約している人もいます。友
達や家族との一体感が強くなったと言う人もいます。

英国オンラインセンターの今後３年間の最優先事項は、100万人
の新規お客様を獲得することです。そのひとりひとりに自信を持った
ITの利用者になって欲しいと強く思っています。そのために BTのよ
うなブランド企業の社員の方々の協力は大いに歓迎です。BTの社員
がボランティアとして “草の根” 運動の組織とともにデジタル・デバ
イド問題に取り組み、ITの知識のない人には、積極的に教育して欲し
いと思っています（詳しくは www.helppass.co.uk まで）。我々が力を
あわせることで、英国をよりネットワークでつなぐ社会にできると思
います。

150 億ポンド
光ファイバー ブロードバンドへの投資
2010 年には、少なくても英国の 40% の住宅・建物にネットワーク
を敷設
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ネットワークでつながれた世界とテクノロジー

不可欠な公共サービスの向上に
公共セクターも BTの大切なお客様です。たとえば、保健医療や教育
の分野で、日常的に必要な公共サービスのより進んだ提供や利用の方
法を、テクノロジーを使って実現しています。2 つの具体例をご紹介
します。
英国政府の医療・保険サービス（NHS）は、全国を網羅する BTの

ブロードバンドネットワークで、病院や医療センターそれに開業医師
をつなぎ、患者の立場に立った医療を実施しています。たとえば、ケ
ント州のダレント・バレーとセント・トーマス病院に勤務する医師は、
ロンドンにいる専門医師に血管造影の画像をブロードバンドで瞬時に
送付し、治療方法についてリアル・タイムで議論ができるようになり
ました。患者の方々は、ロンドンまで行かなくても、ケント州で安心
して血管形成術を受けることが可能になりました。

BTはサフォーク州議会および中央サフォーク州自治区議会と共同
で合弁事業「Customer Service Direct（CSD）」を設立し、高度な ITネッ
トワークとカスタマーサービスの手法を活用して、社会医療の向上の
ために活動を行なっています。CSDのスタッフは、ソーシャル・ワーカー
と作業療法士と協力して、住民の要望を検討します。この結果、大多
数の住民は一人の担当と話をするだけで、必要な措置を受けられるよ
うになりました。非常に複雑なケースだけが特別なスペシャリストの
担当になるため、社会福祉の専門家は重要なケースだけに集中するこ
とが可能になりました。

テクノロジーは、すべての人のために
社会的差別とデジタル・ディバイドはしばしば密接に関連しています。
低所得や失業という問題を持っている方や年齢の高い方は、自宅でイ
ンターネットにアクセスできる可能性非常に低いのが現状のようで
す。インターネットを利用した活動が増えれば、それだけ利用できな
い人は、仕事や教育、トレーニング、公共サービス利用のチャンスが
減少するという問題に直面することになるかもしれません。英国では、
すべての国民がインターネットを利用できるようなると、220 億ポンド 
の経済効果があるとの調査があります。（出典：the Economic Case for 
Digital Inclusion, 2009年 10 月） 

インターネットに対する規制政策 
BT の視点 
サイモン・ミルナー 
BTグループ、産業政策ディレクター

世界各国の政府は、いま "デジタル・エコノミー " という ITによる
経済世界を作るという強い方針を持っており、BTはこれを支持して
います。そこでは、インターネットにクリック・インすれば、様々
の利便性を楽しむことが可能です。英国で、ITをどう活用するか、
それが環境や経済、生活の質まで、現実的な影響を与えるでしょう。

BTはこうした政府の努力を支援していますが、ときには矛盾を
発見することもあります。たとえばインターネットの機能について、
より高い迅速さと信頼性が要求されると同時に、無許可で著作権の
あるコンテンツを、たとえば "ピア２ピア " のテクノロジーでダウ
ンロードできないように言われます。英国政府の「Digital Economy 
Act (デジタル・エコノミー法 )」では、この２つの要素の実現が狙
いになっています。

表現の自由には、バランスのある配慮が必要で、一部のインター
ネット利用者の不正な態度に対処するだけでなく、変化の早いテク
ノロジーと利用方法の影響下にある企業のビジネス・モデルを無視
しないようにする必要があります。BTとしては、コンテンツへのア
クセスに関しては利用者である客様が判断するべきだと考えます。
BTのような企業は、内容の良否を判断するべき立場になく、まして
アクセスを阻止したり、情報を検閲などはしてはいけないと思いま
す。認可された公的機関、または裁判所が担当すべきでしょう。

BTが強制行動に出る場合は、当社のネットワークとサービスが
効率よく維持できない場合と、例外的に、独立機関のインターネッ
ト監視財団（IWF）が特定した児童ポルノ画像へのアクセスをブロッ
クするためだけです。他のコンテンツやアプリケーションに対する
制御を求める声もありますが、チェック・ポイント機能とブロック
機能を付加すると、お客様が必要な迅速で信頼性のあるインターネッ
ト・アクセスが阻害される可能性があります。

偏らないということは、無関心とは違います。BTではお客様に
インターネット利用の権限委譲し、BT Family Protectionというプラ
イバシーと完全性に関連するサービスを提供しています。これは、
両親が家族が見るべきコンテンツを選択することが可能で、しかも
他の利用者の選択を妨げることはありません。

BTは、このような複雑な問題について広い議論が必要だと考
えます。その結果、広範な合意が形成されれば行動を起こすべきで
しょう。

安全でセキュアなネットワーク
安全でセキュアなオンライン上の環境を確保できなければ、だれもイ
ンターネットを利用したいとは思わないでしょう。お客様の情報は、
インターネットの不正使用や犯罪行為から当然保護される環境が必要
ですし、未成熟な人が不適切なコンテンツにさらされることも防ぐ必
要があります。BTはお客様がデータや個人情報を保護できるサービス
を提供しており、その中には消費者のお客様用ブロードバンド・パッ
ケージ・サービス、ビジネス用の BT PCSecurityから大規模企業向けの
完全なマネージド・セキュリティ・サービスなどがあります。BTでは
産業全体と政府と共同で、子どもを守るための Child Safety On-lineプ
ログラムを積極的に推進しています。このプログラムは 2008 年に英
国政府の要請で設立された UK Council for Child Internet Safetyとも協
力して実施されています。UK Council for Child Internet Safetyの詳細は：
www.dcsf.gov.uk/ukccis 

イノベーションをサポートする 
高速ブロードバンド

最新の OECDのレポートによれば、高速ブロードバンド・ネット
ワークは経済全体のイノベーションを促進し、それは電力網と交
通網が歴史的に果した同じような成果をもたらすと指摘されてい
ます。
したがって政府は、オープンにアクセスが可能な高速ブロー

ドバンドを全国に敷設するために投資をすべきだと提言。それに
よって未来の通信網が提供され、電力のスマート・グリッド、遠
隔医療、インテリジェント交通網、双方向型学習、クラウド・コ
ンピューティングなど、広範囲にわたるイノベーティブなサービ
スが可能になると見ています。
このレポートは、全国を網羅するこの高速ネットワークへの

投資は、電力や保健医療、度輸送、教育分野で劇的な効率化を促
進できるため、10年以内に償還できると予測しています。この
レポートは、「The Network Developments in Support of Innovation 
and User Needs Report」で、サイトは：www.oecd.org
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BTは、デジタル時代の恩恵をもっと多くの人が享受できる取り組みを
支援しています。そのひとつに英国政府の Digital Inclusion Champion
に任命された人が始めた「Race Online 2012」あり、社会的差別やデ
ジタル・デバイドを経験している 400 万人の人に、インターネットを
利用できるように努力しています。BTとしては、2012年までに少な
くとも 10万人のひとにインターネットの接続を可能にすることを目
指しています。デジタル社会で、機会均等を実現するその他のプログ
ラムは、下記の通りです。

  BT Internet Rangers ウェブサイト：若い人が年齢の高い親戚にイ
ンターネットの活用の仕方を教えるための機器その他を提供する。

  One Economy(米国 )：若い人が年齢の高い人にインターネットの
活用の仕方を教える活動を援助する。

  Citizens Online が運営する EverybodyOnline のサポート : 
  EverybodyOnline は、英国内の恵まれない人々がデジタル テクノ
ロジを使用できるよう支援しています。また、年配者が不慣れな
テクノロジを使用できるように支援する Age UK もサポートして
います。

  教育慈善事業の Katha への協力 : Katha は IT の教育やトレーニング
をインドの恵まれない子供たちに提供しています。BT の協力のも
と、2001 年以来、Katha では 16,000 人を超える生徒が IT 課程を
修了しており、そのうちの 54% は女性です。

BTでは、障害の程度に関らず、ITを最大限利用できる製品とサービス
を開発しています。機器やネットワークにアクセスする機能を消費者
向け製品に組み込むことで、さらに多くの人を引き付ける製品できる
ようになりました。たとえば、BT Home Hub (ワイヤレスのインター
ネット用ルーター )の機能強化をはかり、すべてのお客様が簡単に利
用できるようにしました。
 値段の高さが障害のひとつであることは、認識しています。この
ために、当社では、2010年に、通常のブロードバンド、通話、Vision 
TVという IPTVの各サービスを "ベストプライス " で組み合わせたサー
ビスの提供を開始しました。また、BTはこれまで他のコミュニケーショ
ン ･ プロバイダーと協力して、携帯の着信料金の低減（MTRs＝
Mobile termination rates。固定回線、その他のネットワークから携帯電
話に接続した時に発生する料金で、携帯通信会社に支払われる。）に努
力しており、実現すれば通話全体の請求金額を低下することができま
す。英国の規制当局であるOfcomもMTR低減の提案を出していますが、
BTはこれを歓迎しています。もうひとつ、BTの中小規模企業を担当
する事業部のサービスに PlusNetがあり、英国で低価格のブロードバ
ンド ･サービスを提供しています。

ネットワークでつながれた世界とテクノロジー

BT Leadership Panel の視点

遠くない将来、一種の "インターネット " の技術が可能にするイ
ンフラが必要になるでしょう。BTはこの分野に大きな投資をし
ており、現在の物理的に存在するインフラ（炭素排出量が多い）
に変わる "仮想 " ネットワークになります。しかしその仮想化が、
個人の福祉や社会資本が存在する現実のコミュニティにまで発展
しないことは、確認しておく必要があります。"インフラの仮想
化 " は成功につながる可能性があります。しかし、"コミュニティ
の仮想化 " は失敗の終わることが多いと考えます。BTを含めた
ITのリーダー企業は、技術の発展に関連するジレンマを認識し、
対応する必要があると思います。多様でしかも時には相反する意
見に対応できるように準備する必要があるのです。デジタル社会
で平等性を維持するために最も大切なのは、すべての人がイン
ターネットの技術が可能にする恩恵を等しく享受できるように努
力することでしょう。

テクノロジーもたらす可能性 
その未来のシナリオ

いま、朝の 7時 3分。朝の光が少しずつ寝室を明るく
するなかで、あなたは目を覚ます。髭剃り。そして鏡
に向かい、今の顔を撮影し、先週撮った画像と比較す
るように指示をだす。顔のほくろが、また大きくなっ
ている気がする。心配だ。鏡は今日の画像を分析、い
ままでの画像と比較する。何千という画像が医療用デー
タベースに保存されている。分析結果は、あなたの主
治医に送信された。

あなたの娘はすでに起きていた。モバイル・デバイス
をみている。ドクター "科学 " 先生の最新の科学の授
業をいま受けている。ドクター "科学 " はコンピュー
タが創造した先生で、過去の最高のティーチング・メ
ソッドを集約して活用し、生徒の個性に合わせて興味
を持たせる授業をしている。この授業を始めてから、
あなたの娘は学校に劇的に興味を持つようになった。
職場に向かう途中で、主治医のコンピュータから

連絡がはいる。分析した結果、これから診察をしたほ
うがいいが、アポイントが取れるかどうか聞いている。
朝、ライブ会議センターでミーティングがあるので、
それを避けて診察を受けることにした。ライブ会議と
いうのは、ベルリンオフィスの同僚と米国の新たな見
込み客が、まるで 2、3 メートルの距離でディスカッ
ションができるシステムだ。もちろん実際は何千マイ
ルも離れている。
会議センターから医療センターまでは、GPSがガ

イドしてくれた。もう一度、皮膚の下まで撮影できる
カメラで、-顔が撮影され、最終的にはほくろを切除
することが一番いい選択ということになった。手術は
自動ロボットが行なう。単純な手術はいまでは自動ロ
ボットの役割で、本当の外科の先生はもっと複雑な処
置に自分の時間を当てる。ロボットは遠隔コントロー
ルで操作すること可能なシステムになっている。した
がって何千マイルも離れたところにいる専門技師でも
動かすことができる。
手術は終了。しかしまた、連絡。モバイル・デバ

イスに入ったメールを見ると、高齢なあなたの父親の
心臓の薬がきれそうだという。自動的に薬を送るよう
にクリックしようとしたところで、考え直す。最後に
父親にあってから、随分たっている。古典的方法にす
ることに、決めた。薬局に行って薬をもらい、帰る途
中で自分で届けることに。

イアン・ニールド 
BT テクノロジ エバンジェリスト



BT グループ  持続可能性への取り組みの概況 20106

気候変動の最も危険な影響を避けるためには、行政、企業、および個
人が徹底的に温室効果ガスの排出量を削減する必要があります。この
スケールで変化を起こすには、漸進的な改善ではなく、抜本的な変化
が必要です。

ITによりエネルギーの使用状況を監視して削減したり、物理的な製
品や活動を 仮想的な製品や活動に置き換えたりする - ほとんどの分野に
おいて、IT は低炭素経済への移行の役に立ちます。既に、低炭素製品や
サービスに対する需要は高まってきており、主要な市場での二酸化炭素
排出量の規制は強められています。環境パフォーマンスは、調達プロセ
スにおいて正規の要件になりつつあり、エネルギー利用率や炭素利用率
などの問題を基に、購入が決定されるようになっています。
報告書「GeSI SMART 2020」によると、ICT 分野の二酸化炭素排

出量は、現在、世界の排出量の約 2% を占めており、他の分野でのエ
ネルギー需要は削減しながらも、ICT 分野自体の二酸化炭素排出量は
大幅に増加する可能性があります。新しい高速のサービスの提供に伴
うエネルギー消費は増加しますが、来年は、全体のエネルギー使用量
を実質ベースで 3% 削減することを目標にしています。

お客様の CO2 排出量削減の支援
今年度は、製品やサービスへの短期的、中期的、および長期的な影響
を検討することで、低炭素経済への転換により商業的にどのような影
響があるかの理解を深めることに注力しました。

低炭素経済に貢献する 
テクノロジー
気候変動は現実的なものになっていま
す。その影響は広範囲に及びます。私た
ちの暮らしと仕事のあり方を変換するた
めに、新しいアイデアとテクノロジーが
必要です。

BT の全世界での CO2 相当 (C02 e) 排出量

BT Leadership Panel の視点

2009 年は、期待外れに終わったコペンハーゲンで開催された世
界気候変動サミットと、気候変動の科学的論拠に対して強い反
発があった年でした。表面的なマスコミの熱狂ぶりを無視する
と、基本となる科学的論拠はゆるぎなく、実際に 2007 年に最
新の IPCC の報告書が発表されて以来、ますます深刻になってい
ます。
政策の面では、コペンハーゲン サミットの準備段階におい

て、特に主要な新興経済国の取り組みを含め、前例のない国家
レベルでの取り組みがまとめられました。しかし、これらは不
十分であり、世界レベルの取り決めへの道は不明瞭なままです。
このような状況では、民間セクターが音頭を取る必要があり、
拡大目標の設定、この目標達成のための戦略策定、炭素排出量
削減の推進など、BT のような企業が主導しています。
低炭素ソリューションの多くは、IT 業界から発生すること

になるでしょう。BT は、大規模な研究開発を通じて、重要な貢
献をしています。BT は、今後 10 年にわたり "グリーン成長 " 
を実現するために、適切な促進策と団体の活動のために、政治
家とも協力する必要があります。

BT では、エネルギー効率を改善し、生産性を向上することで、お客
様がより持続可能な形で作業ができるようにする製品やサービスをす
でに提供しています。現在、持続可能なソリューションに対する需要
が最も高いのは、大企業と公共セクターのお客様です。
BT Global Services は、会議、アジャイル ワーク、自動フィールド サー
ビス管理などのサービスを通じて、このようなお客様をサポートしま
す。BT の Sustainability Practice 部門は、大規模組織のお客様が、二
酸化炭素排出量を計測し、エネルギー使用量と運用コストを削減する
方法を特定できるように支援することが可能です。

BT では、エネルギー使用量の少ないネットワークおよびデータ 
センターの開発を進めているほか、既存のデータ センターにおいて
お客様がエネルギー効率を向上できるように支援しています。BT の
仮想データ センター サービスは、最大で 40% のコスト削減、必要な
スペースの削減、電力消費と CO2 排出量の削減を実現できる、オンデ
マンドの柔軟なコンピューティング サービスを提供します。

BT の調査 (BT の実績とお客様の実績に基づく ) によると、全従業
員が自宅から作業をすることで、年間で最高 1.2 トンの CO2 排出量を
削減できる可能性があります。Field Force Automation ソリューショ
ン (移動中のユーザーにリアルタイムの情報と、動的な仕事のスケ
ジュールを提供する ) を使用すると、車での移動が省かれ、それに関
係する CO2 排出量を最高で 20% 削減できます。
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気候変動 
BT の視点
BTチーフ・サステイナビリティ ･オフィサー 
クリス・タッペン

昨年は、気候変動に対応する活動が本当に必要なのか、疑問に思
われるような事件が多く起こりました。2010 年の寒い冬に、イー
スト・アングリラ大学から電子メールが流失しました。ヒマラヤ
の氷河の凍解率についての IPCCの虚偽の報告。そして忘れてなら
ないのは、コペンハーゲンで開催された世界気候変動サミットの
結果が期待はずれだったこと… 

それでも科学の基本的判断に変化はありません。CO2は地球
温暖化を促進し、化石燃料の燃焼は大気中の CO2濃度を上昇させ
ています。

最終的には世界の既存政治勢力が、この厳しい現実に対応す
る必要があります。いつ、だれが、何をすればいいのか、合意に至っ
ていませんが、コペンハーゲン ･サミットの声明は明快です－す
べての国が行動を起こす必要性を認め、法規制、国家予算への介入、
低炭素製品の新市場の立ち上げを、必ず実行に移すことです。

こうした活動は、長期的にみれば IT産業の収益増加に貢献す
ると確信しています。BTでは、スマート・ミーターやスマート ･
グリッドの実用試験やスマート・コミュニティの全体的コンセプ
トの調査に、前向きに参加することで、将来に備えているのです。
広範囲の 'スマート ' テクノロジーがそこに集約されています。

設計による持続可能性
BT の製品開発チーム向けのツールやトレーニングは、低炭素の考え
を設計や開発に取り入れるうえで役に立っています。BT は、当社の
コミュニケーション ソリューションがどれだけ二酸化炭素を排出す
るか、算出する方法を開発しています。BT のソリューションは、実
際の製品、サービス、およびネットワークを組み合わせて構成されて
いるため、これは難しい作業です。また、プロビジョニングや保守関
連の影響も含める必要があります。新しい国際基準の開発の一環とし
て、他の方のお役に立つように、これまでに学習したことをご紹介し
たいと思います。
また、BT の製品チームは、環境への影響が少ない製品を調達して

おり、世界のサプライ チェーン全体の水準を上げるべく、業界団体と
協力しています。これは、電話器、Home Hub (無線インターネット ルー
ター )、BT Vision セットトップ ボックス (前のバージョンと比較して 
12% エネルギー効率がよい ) など、BT のコンシューマ向け製品のエネ
ルギー効率を向上するうえで役立っています (9 ページ参照 )。

BT の排出量の削減
二酸化炭素排出量の少ない企業になるために、BT では世界でも最も
積極的な排出量削減目標を掲げています。2020 年までに、グローバ
ル ビジネスの炭素排出原単位を 1997 年のレベルから 80% 削減する
ことを目標にしています (炭素排出原単位は、二酸化炭素に相当する
排出を財務指標に関連付けたもの )。この目標は、国連気候変動政府
間パネル (IPCC) が提案している先進国向けの削減目標に沿っていま
す。エネルギー使用の調整、オフィス、ネットワーク、およびデータ 
センターでのエネルギー効率の改善、専用の再生可能電力の構築、低
炭素電力源への切り替え、自宅勤務の採用など、既に、1997 年から 
54% の炭素排出原単位の削減を達成しています。
今は順調に推移していますが、エネルギー消費と排出量を削減す

るコスト効率のよい方法を見つけるためには、まだやるべきことがあ
ることを自覚しています。たとえば、エネルギー業界以外の企業では、
英国最大となる企業による風力発電プロジェクトを進めています。こ
のプロジェクトでは、2016 年までに、英国の電力消費量の 25% を生
産することを目標にしています。5 基の風力タービンを備えた、最初
の発電所の建築許可は、現地の空港の技術的な問題が解決されるかど
うかがカギになっていましたが、2010 年 2 月に許可されました。BT 
の計画と予定されているウィンドファーム付近のコミュニティとの関
わりについては www.bt.com/betterworld を参照してください。カリ
フォルニアのエルセガンドにある北米本部の太陽光発電システムは、
現在では同本部のエネルギー使用量の 15 ～ 20% を生産しており、年
間で二酸化炭素排出量を 300 トン削減しています。

BT では、従業員全員の協力も仰いでいます。2012 年までに、従
業員の 20% が気候変動対策に関与することを目標としており、既に 
7,000 名以上が BT の活動をサポートしています。BT では、省エネ キャ
ンペーンや Carbon Clubs というネットワークを通じて、CO2 削減のた
めの活動への参加や意欲向上に努めています。

利用されているテクノロジー 
お客様の視点

フレキシブル・ワーキング（柔軟な勤務形態）の導入は企業
専門法律事務所 Beachcroft LLに投資効果をもたらしていま
す。生産性があがり、コストが削減できたからです。
Beachcroftは、あるオフィスのスペースを 25% も削減しまし
た。同様の方法を他のオフィスにも適用して、全社で 50% 減
が今の目標です。ホーム ･ワーキングで、通勤が減少したこ
とも働く人のワーク ･ライフ ･バランスの向上に貢献してい
ます。
この制度の早期導入を図った戦略プロジェクト・マネ

ジャーの Christy Farrer氏は、その成果に疑問を持ったことは
ないと述べています。「私も週 3日、自宅勤務をしています。
通勤関連のコストを削減節約し、通勤に使っていた時間を仕
事に回すことができます。誰がやっても、効果があげられます」

低炭素経済に貢献するテクノロジー

12% 以上エネルギー 
効率が向上

BT Vision セットトップ ボックス 
以前のバージョンよりも、エネルギー効率が向上しています。
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炭素排出量についての報告
BTは 1992年から炭素排出量についての報告書を出しています。温室
効果ガス・プロトコールと英国政府のガイドラインに基づいています。
今年、英国政府は、企業の自主的な報告に関するガイドラインを

発表しましたが、その前のガイドラインと比較すると大きな変化があ
りました。新ガイドラインでは、購入した電力が、炭素排出量ゼロか
低い量であった場合、その購入電力を利用して排出した炭素の量は、
「グリット平均」という炭素排出源単位で報告するように勧めていま
す。これは BTのような消費エネルギーの多い企業が再生可能な電力
を購入する意欲をなくしてしまう方針でした。BTは、今後 10年間で
再生電力を利用増加を図るという非常に高い目標を掲げている今、こ
の方針は後ろ向きだと思っています。現在、英国政府は、2010年 12月
までにこの方針を再検討することに合意しています。
その結果によっては、当社のエネルギー購買の方針や炭素排出量

の報告の方法、CO2 削減の目標を変更する必要があるかもしれません。
完全な透明性を持たせるため、この報告所では、炭素排出量の部

分は、「グリット平均」を用いた電力購入量と、当社の方法で購入し
た炭素排出量の低い購入電力での炭素排出量削減の結果を記載してい
ます。詳細な報告は、www.bt.com/betterworldを参照してください。

低炭素経済に貢献するテクノロジー

テクノロジーがもたらす可能性 
その将来のシナリオ

とある冬の、これから夜に向かう夕刻。今日は一日中
オフィスにいて、働いたことになる。あなたはコン
ピューターに「帰宅」の文字を打ち込む。すると、カー
プール・クラブ（カーシェアリングのクラブ）の仲間
にメッセージが送られた。自宅にもすぐに帰宅するこ
とが通知され、会社への電話が携帯に転送されるよう
にセットされた。

デスクから立ち上がると、コンピューターの電源が落ち
た。といっても、この時代は一人が一台のコンピュータ
を持っていた時とは違う。高容量のコンピューティング
がメガサイズで効率の高いデータ・センターで処理され
る。再生可能電力の施設の近くに建設されたデータ ･セ
ンターだ。コンピューターの画面が落ちると、データ・
センターはサーバーの空容量を他に人に割り当てる。
駐車場に向かう通路では、前方にある LEDライト

が道を指し示すように明るくなり、過ぎ去ると徐々に
暗くなる。光の挨拶のようだ。あなたの車には、連絡
を受けていた会社の同僚が同乗する。電気自動車、最
新のスタイルで、快適なビークル。最新のスタイルで、
快適なビークル。牛乳配達車のようなデザインは、過
去の話だ。
家に向かってドライブをしている間、あなたの携帯

電話は自宅とすっと通信をしている。あなたの自宅は、
ほぼ完全断熱、屋根全体は太陽電池が覆っている。壁
は温度が高くなると熱を吸収し、寒いときには熱を排
出する。家そのものが天候を認識し、あなたの帰宅時
間を把握、今日の太陽熱の受容量と発電量、それを他
の “グリッド” に売った販売量を記録している。あなた
の使用する部屋も知っているので、準備をしておいて
くれる。
近所の暖房システムは、あなたの自宅にも熱を供給

してくれているが、地下熱利用の巨大なヒートポンプ
につながっている。
同僚を送り、自宅に着くと、車を電源につなぎ、充

電をする。夕食後、あなたは両親に連絡、ビデオ・リ
ンクで週一回の会話をする。両親は弱ってきているが、
自分の家に住んでいる。ここ数年で、医療保険システ
ムが改革され、センサーが人々の活動状況や健康状態
をチェックしてくれる。定期的な検診は遠隔診療シス
テムを利用し、健康上の問題も早期に発見されるよう
になった。
寝室に向かう。あなたの後ろで他の部屋の電源と暖

房が自動的に切れていく… 

BT チーフ・サステイナビリティ・オフィサー
クリス ･タッペン

低炭素経済 
外部の視点
ザ・クライメイトグループ CEO 
スティーブ ･ハワード

2008 年に、The Climate Group および Global e-Sustainability Initiative 
は、「SMART 2020: 情報化時代における低炭素経済の実現」という報
告書を発表しました。この報告書では、ICT の賢明な導入によって、
他の分野のエネルギー効率が改善され、世界の排出量を 2020 年まで
に 15% 削減できることを提示しました。

では、ICT 業界は実現に向け、何をしたらいいのでしょうか。多
くの企業が、自社の直接の排出量を気にし始めており、多くの企業が、
ネットワークやコミュニケーションの専門知識を活かして、このた
めの製品やサービスを開発しています。

非効率性が把握できれば、変更するデータをすべての製品やサー
ビスに導入して、消費者と企業のエネルギー消費量とコスト削減を
図ることができます。これは既に実施されていて、その結果、データ
管理と分析の分野は、年間 10%増という、ICT産業全体の 2倍近い速
度で成長をしています。

こうしたデータ分析、それにビデオ・電話会議サービス以外にも、
ICT産業全体で取り組む必要があるのは、エネルギー消費の効率化へ
の需要喚起活動と、政府のエネルギー効率化促進策とエネルギー消
費データの収集活動への協力などが挙げられます。

エネルギー効率の高い製品市場を発展させるためには、合意さ
れた標準基準が必要です。それによって、機器と機器間の情報交換
やスマート ･グリッドが可能になり、新たな技術を試験するパイロッ
ト・プロジェクトもできるようになります。また、みんなに承認さ
れた試験方法も必要で、それによって、新 ICTサービスの排出量への
影響度を正確に計測することが実現するのです。これには、産業全
体での協力、全産業と全分野を包括するこれまでなかった規模のコ
ラボレーションが必要なのです。

エネルギーの効率化は、ICT産業、消費者、企業、それに環境、
のすべてが等しく恩恵を受けます。イノベーションを起こした企業
がこの 10年、いやもっと先まで世界をリートすることになるで
しょう。
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明日の人材 
外部の視点
Tomorrow's Company CEO 
トニー・マンワリング

価値とは何か、そしてどのように創造されるのかについての見解は、
現在根本的に変革を遂げ、したがって私達の “人材” についての理解
にも変化を与えています。将来、戦略的決定は、環境および社会の
課題と、経済学に不可欠な要素とでもいえるビジネス・チャンスを
考慮して行なう必要が出てくるでしょう。（これを “3要素” と読ん
でいます）。

それには、企業が考え方と慣行を変える必要があります。本当に
持続可能で支持される将来の新製品の開発などの新しい活動は、従業
員がその背後にある考え方を理解しない限り失敗します。アイデア
だけで、アイデアを現実のものにするために必要なプロセスがなけ
れば、価値は創出されません。

BTはもう分かっているようです。BTは ITを利用して、イノベー
ティブが方法で人材を発掘したり、今までの考え方を変革しようと
しています。同時に BTブランドは英国の象徴的ブランドで、英国を
デジタル ･エコノミーに変革させるための責任と能力があり、グロ
バールにビジネスを展開する企業で、文化や企業の境界を越えて、
多様なお客様に貢献するために、優秀な人材を必要としていること
を認識しています。

BTは、社員に対する信頼と尊敬と社員の多様な能力を基本にお
いています。この結果 BTで働くことの意味に変化がでてきました。
フレキシブル・ワーキングやその他の働き方を全従業員や障害者や
介護スタッフに提供することになったのです。BTは奉仕活動や社員
の積極的参加を本当に重視しています。それが極めて重要な新たな
考え方を提示しています。成功すれば、こうした BTの活動は、ネッ
トワークを通じて世界に広がる最大の資産になるでしょう。

報告書「Tomorrow’s Global Talent」は、次の URL から入手でき
ます。www.forceforgood.com

社員の能力開発に焦点－それ以外に BTの世界市場での成功はなく、変
化の激しい IT業界の技術革新についてはいけません。ましてや気候変
動やデジタル ･デバイスなどの問題に挑戦はできません。

BTはトレーニングと社会奉仕に投資を続けています。それによっ
て、BTのずべての社員が広範な能力を身につけ、可能性を広げ、BT
の事業やコミュニティ活動にもっと違ったアイデアをもたらすように
したいのです。BTはフレキシブル・ワーキング（柔軟な勤務形態）を
積極的に推進していますが、それによって多様な見方をする才能の発
見が可能になり、当社のビジネスの付加価値創造にも役立っています。
今年は、効率性の向上により、全従業員（社員、派遣社員、契約

社員）を約 20,000人減少させることができました。BTはこれまでも
社員に新たな能力を身につけさせる再訓練、その後の人材の配置転換
に成功してきた実績があります。すなわち BTの成長ビジネス部門で、
新たな仕事を見つけてもらうのです。こうしたトレーニング、企業援
助により、これまで約 5,000人が新たな職についています。

将来に向けた能力開発
BTの持続可能性も目標を実現し、同時にテクノロジーが最大の効果を
生むようにするためには、BTの社員が、なぜ持続可能性がそれほど重
要なのか理解し、他社にない BTを創るために能力を身につける必要
があるのです。
昨年、BTは必要な能力が何であるか、選択を開始しました。社員

は、実際の開発計画やビジネスの方向性の課題に直面したとき、十分
に活用できる持続可能な能力の選択をしています。当社では、部門の
異なる社員を集めて、ワークショップや議論を行い、3つの基本要素
－経済、環境、社会福祉－についてみんなの理解度のテストもしてい
ます。外部専門家から構成された BTの Leadership Panel（15ページ
参照）が、現在直面している課題や、他の有名な企業や団体で行なわ
れている活動について深い分析を提供してくれたこともありました。
こうした活動を通じて、社員の姿勢の現状と、必要とされる明確

な行動指針やトレーニング、人材開発プログラムがはっきりしました。
来年は、ビジネス・スクール、コンサルティング・グループ、専門家
と相談をして、社員向けの開発プログラムを作る予定です。
当社では、製品開発部門やマーケティング部門は、お客様向けの

持続可能なソリューションを作る上で、重要な役割を果すと考えてい
ます。そこですでにツールキットを開発し、持続可能性の評価基準が
確実に製品開発に反映されるようにし、同時にお客様（と収益）を向
上させた製品が何か分かるようにしたのです。こうしたツールはマー
ケティング・チームが当社のソリューションが持続可能性をどれだけ
サポートしてか理解を高めるのに役立ち、いまでは積極的にお客様に
伝えるようになるでしょう。

BTの '持続可能性 '－ 
社員の能力の向上
ネットワークでつながれた低酸素世界を築き、同時に
テクノロジーが、みんなのより高い生活の質に貢献す
るのを実現するのは、本当にチャレンジといえるで
しょう。まず、必要なのがイノベーション、BTの社
員の新たな能力の開発、そして “持続可能” な BTを
達成するために、全員が目標をしっかりと認識する必
要があります。
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BTの社員もフレキシブル ･ワーキングのよさを認めています。サンド
ラ･ハナンは、BTの各部門で22年間勤務した後、シュルーベリーのコー
ルセンターで 16年勤めたあと、現在は請求関係とお客様の質問につ
いてのアドバイザーをしていますが、平和で静かな自宅から勤務して
います。「交代制勤務のお蔭で、日中に家事をしたり友人とお昼を食べ
に行ったりする時間が持てています。そのため、夜は主人と過ごす時
間が長くなりました。6 か月が経ち、これほど健康または幸せになっ
たと感じたことはありません。また、お客様との関係もはるかに近く
なったと感じています。アドバイザーに自宅勤務を導入したことは非
常に賢いやり方だと思いますし、これは間違いなく今後採用すべき勤
務形態だと思います」とサンドラは述べています。
一方、修理アドバイザーのスティーブ・ルイスは、片道約 40 分

かかる毎日の通勤がなくなり、2 人の子供とより長く過ごせるように
なるのが決め手になりました。現在、スティーブの労働時間は前と
変わりませんが、週に 4 日、2 つのシフトを朝と晩に分けて勤務して
います。スティーブは、「私はさいわい専用のオフィスを庭に持てた
ので、仕事に完全に集中できています。自宅勤務になってから、私
の業績は向上しました」と言っています。
料金および問い合わせアドバイザーのマンディ・シンプソンは、

自宅勤務によって日中は孫の面倒を見ることができ、その結果、娘が
産休の後、すぐに職場復帰できるようになりました。「自宅勤務は、こ
れまで BT の勤務の中で最高の選択の 1 つになりました」と彼女は述
べています。

BT のフレキシブル・ワーキング・ソリューションは、お客様も利
用され、同様の結果をもたらしています。

今年は、能力およびリーダーシップ開発プログラムに持続可能性を取
り入れ、環境面や社会的な責任を果たすことで、ビジネスの成功に必
要な正しい知識、能力、実践力を将来のリーダーが身に付けられるよ
うにしています。また、管理者とチームに BT の行動指針 (The Way We 
Work) の重要性を再認識させました。業績管理プロセスを見直して更
新し、正しい行動をであるか認識し、評価できるようにしました。

能力向上のためのトレーニング
トレーニングは、従業員が変化するテクノロジに取り残されないよう
にするうえで有効です。たとえば、BT の Right First Time プログラム
の実施と、新たなネットワークへの投資により、信頼性が向上ました。
いまでは修理のためにエンジニアが出かけるケースが減少していま
す。BT ではエンジニアに再トレーニングを行い、光ファイバーによる
超高速ブロードバンドの展開に必要な能力を習得できるようにしてい
ます。

BTはこうした能力が社内のあらゆるところで必要であるという認
識を持っています。今年は 5,000人を越える社員が、公式に認可され
た学習プログラムや研修コースで資格を取得する予定です。BTの研修
プログラムは、若い社員にとって、イノベーションが必要な時代を生
き延びていくための不可欠な技能を与えてくれるのです。現在、当社
には 713名の研修生がいますが、2011年には、さらに 200名以上の
新規採用をする予定です。
今、BTは他の経営者や Business in the Community (BITC) の協力を

得て、新しいプロジェクトの "Work Inspiration" の準備を進めています。
このプロジェクトでは、約 3,000 名の若者に、BT でのより充実した就
職体験が提供されます。これは、実際の仕事の機会を提供し、参加者
が進みたいキャリアを決定できるようにします。

BT Leadership Panel の視点

持続可能性のある社会、しかも低炭素経済をと実現するため
には、ただしい能力開発への投資と同時に私達の文化面で深い
変革が必要です。重要なのは、持続可能性に関連する多様な能
力について一貫した方針を持って判断すること、すなわち技
術の優れた部分と、BTのビジネスに関係する外部の人々に影
響し、動かす要素を考慮するということです。期待をしてい
ただきたいのは、社員の能力開発プロジェクトを決定するプ
ロセスの中に、持続可能性の要素を含めている点です。
これは、まさに新たな世界への出発だと考えています。そ

こではあらゆる新製品が、社会や環境への影響、もちろんビジ
ネスへの貢献度などを事前に評価され、同時に過っては非生産
的とみなされていたボランティアなどの活動も事業継続への
貢献として換算されることになります。BTのこうした姿勢を
示す具体例とボランティアやその他の積極的活動をどのよう
に事業継続活動全体として評価するしっかりしたデータを準
備する必要があると考えています。

BTの '持続可能性 '－社員の能力の向上

5,000
トレーニング 
これだけの社員が、公的に認可されたトレーニングを受講しています

フレキシブル ･ワーキング（柔軟な勤務
形態）の影響力
BTのアジャイル・ワーク・ソリューション（迅速に仕事をするための
ソリューション）は、社員が自宅でも、オフィスでも、移動中でも同
じ情報やシステムにアクセスできるサービスです。現在、9,600人を
越える社員が決まった時間に自宅勤務をしています。通勤の必要がな
くなり、その分オフィス・スペースも縮小されています。
フレキシブル・ワーキング（柔軟な勤務形態）は、社員のワーク ･

ライフのバランスの改善につながり、環境への負荷の軽減、交通費の
削減を可能にしました。当社の経験では、職務によっては不適切なも
のもありますが、フレキシブル・ワーキングは、社員の意識を高め、
より集中して担当の仕事を果すようになり、生産性も向上します。こ
の制度は、ダイバーシティ（従業員の多様化）の方針にも沿っている
ため、社員の新規採用の定着化に貢献し、広い分野の技術や生活に必
要な能力など BTが必要な多様な人材が集まるようになりました。この
中には勤務の柔軟性を高く評価する経験豊富で能力の優れた人や障害
者、介護者、今後も仕事を続ける希望のある年配の方などがいます。
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BTの '持続可能性 '－社員の能力の向上

上手に時間を利用して
BT では、ボランティア活動に力を入れることで、社員が新しいスキル
と経験を身に付ける手段を拡大しています。今年、BT では長年にわた
る奉仕活動プログラムを大幅に拡大し、世界中のすべての社員が年間
で最高 3 日間を勤務時間とみなしてボランティア活動を行えるように
しました。2010 年に、BT の従業員は、コミュニティで 28,000 日を
超える奉仕活動を行いました。これは、940 万ポンドに相当すると算
定しています。

BTでは、社員が興味を持ち、意欲を高めるようなさまざまな奉仕
活動の機会を用意しています。これには、デジタルデバイドの取り組
みを支援する UK Online との試験プロジェクトなど、さらに大きな BT 
の持続可能性およびビジネスの目標達成に役立つ活動が含まれます。
また、大規模なボランティア・イベントも予定しています。London 
2010 Volunteering Weekで開かれるイベントもこれに入ります。BTの
社員は、2012年に開催されるロンドン・オリンピックおよびパラリ
ンピックの準備イベントに参加することも出来ますし、英国の各地で
行なわれる募金のためのテレビ・マラソンや災害支援の呼びかけを手
伝うこともできます。また、社員が自らチャリティ活動をすることも
可能です。
ボランティアは、社員の能力開発プロセスの一環で、会社と社員

双方に貢献する活動だと考えています。BTにはチャリティ活動に‘出向’
できるプログラムあり、これを利用して当社が支援する主要な慈善団
体の活動により長期間参加することが出来ます。もちろん慈善団体に
とって大きな支援になりますが、同時に参加する社員にとっても、能
力の開発や意欲、自信などを養う良い機会になっています。プログラ
ムを終了した社員の多くが能力を向上させ、BTの他の部門で業務に挑
戦できるようになっています。

トップ 10 以内にランク
されている

ダイバーシティ（多様性）
BT は、過去 3 年間、ダイバーシティについての 5 種類の主要なベンチ
マークのうち 4 種類で、トップ 10 以内にランクされています。

940 万ポンド 
奉仕活動 
今年のボランティア活動は 28,000日。その価値を換算した額です。

将来の能力開発 
BT の視点
BT Director of People and Policy 
キャロライン・ウォーターズ

BTがサービスを提供する市場でのイノベーションは大切ですが、
同時に気候変動や社会的差別などの課題も、ますます当社のビジ
ネスに影響を与えています。このような環境では、違う方法でビ
ジネスを実践しなければ成功できないでしょう。BTはイノベーショ
ンに富んだ製品やソリューションの開発者を必要としています。そ
うした人が、当社を競合企業より優れた位置におき、環境を考え、
持続可能性があり、しかも誰もが活用できるコミュニケーション・
サービスを提供できるようにしてくれるのです。

環境や社会に対して責任ある姿勢の必要性を、今年の日常業
務や業務遂行プログラム、能力・リーダーシップ開発プログラム
なかのひとつ課題として取り入れてきました。来年には、今年の
実績をもとに、ビジネスはもちろん社会的要請も考慮した従業員
開発プログラムを作る予定です。

新しいビジネスの環境に最適な人材を見つけるためには、従
来とは違う人材のリソースを開発しなければならないと考え、す
でに新たな分野に接触しています。その中にはこれまでの伝統的
労働市場からまったく離れた「介護」の分野もあります。BTの必
要とする能力、柔軟な労働勤務制度などを説明し、異なった能力
のある人の応募を呼びかけています。

政府、産業と教育界は密接に協力して、未来のビジネスに働
く人に求められる能力を明確にする必要があります。当社の社員
と Business in Community on Work Inspirationというプログラムの
共同作業は、若い人の仕事や新たなビジネス分野の可能性に前向
きになるための良い具体例だったと思います。
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ここでは、BT のアプローチを簡単にご紹介します。詳細については、
次の URL で公開されているオンライン レポートをご参照ください。
www.bt.com/betterworld

 BT のバリュー（価値観）
BTの業務遂行指針である「The Way We Work」は、採用されてから
10年以上経過しています。ここでは、お客様、社員、パートナー、
サプライヤーとコミュニティに対する BTが何を期待しているか、ま
た BTが何を実現していくか、について述べられています。BT の 
Ethics Steering Committee は、2 か月ごとに会議を開いておりカンパ
ニーセクレタリーが議長を務めています。今年は、企業倫理に関する
KPI（主要業績指標）を企業倫理のトレーニングなどに評価に適用し、
贈収賄や不正、接待の授受などに対する BTのポリシーへの認識を高
められるようにしました。

 お客様サービス
2010年、BTのカスタマーサービスの社内評価で、10.5%の改善がみ
られました。2008年の 9%、2009年の 17%に続く上昇です。評価
は前年実績に基づいていますので、実質的改善が行なわれていること
になります。

 プライバシー
BT のプライバシー ポリシーは広範な分野にわたっていますが、弊社 
Web サイトでご覧いただけます。社員の個人データや顧客データにア
クセスできる弊社の管理者およびスタッフは、全員が 3 年に 1 度、デー
タ保護に関するトレーニング コースを受講しています。2010 年も、 
"情報保護 " に対する従業員の意識向上キャンペーンを継続し、BT の個
人データの保護の重要性を社員に確実に理解されるようにしています。

 機会均等サービス
BT では、1984 年以来、年配のお客様や障害をお持ちのお客様に専用
のサポートとサービスを提供しています。これには、大型活字、点字、
音声、またはイギリス手話での情報の提供が含まれます。BT の機会
均等 Web サイトは、FISE100のなかで、"See it Right" の認定を受け
た最初の企業です。

 市民社会の緊急時対応
BTは英国の最重要インフラストラクチャの維持管理に重要な役割を
担っています。たとえば、2009 年に起きた暴風雨は、北西イングラ
ンドの電話、ブロードバンド、テレビおよびラジオ放送などのネット
ワークに大きな被害をもたらし、約 40,000 件のお客様へのサービス
が中断されました。12 時間以内に、電話サービスは大半が復旧し、
ブロードバンド回線については、ほとんど 36 時間以内に再開されま
した。

 ダイバーシティ（多様性）
BT は、3 年連続で、ダイバーシティを評価する 5 種類の主要なベン
チマークのうち 4 種類でトップ 10 以内にランクされています。

 年金
3年に一度行なわれる BTの年金計画の資金計画評価が、2008年 12月 
8日に行なわれ、関連する改善計画とともに受託者理事会から承認 
を受けました。この綿密に考えられた資金計画によって、負債額は
90億ポンドになりました。今後 17年間の改善計画についての合意で
すが、最初の 3年間の年金支給額は 5億 2,500万ポンドです。その
後の 2013年度の総額は 5億 8,300万ポンドで、その後毎年３%ず
つ増加します。

 健康と安全
100,000 労働時間につき労働時間損失を伴う傷害 (LTI) が 0.209 件あ
りました。前年度は 0.160 件で、目標は 0.157 件でした。LTI の上昇は、
過酷な英国の冬に関係するスリップ、つまずき、転倒が主な原因です。
これらは、長時間の休暇を必要でない比較的軽傷であったことと、よ
り症状が重く、費用もかかる障害の件数は減少していたため、関連す
る費用の増加はありませんでした。病気による欠勤率 (SAR: sickness 
absence rate) は 2.46% で、昨年は 2.17%、目標は 1.9% でした。SAR 
および関連費用は、風邪とインフルエンザ、およびメンタルヘルス関
連の問題の件数が多かったために上昇しました。

 社会への投資
本年度、BT では 2,640 万ポンドに相当する金銭、時間、その他の支
援をコミュニティ プログラムに投入し、グループ全体の税引き前利
益の少なくとも 1% を投資するという誓約を果たしました。2010 年
には、持続可能性と気候変動のためのサポート、および特定の公共セ
クターでの奉仕活動という、2 つの新しい投資カテゴリを導入しまし
た。この 2 つの新カテゴリは、本年度の投資の 9.5% を占めています。

 慈善団体へのサポート
本年度、BT が後援したテレビ ･マラソンや災害支援の活動によって、
BT の慈善事業パートナーである Children in Need、アジアおよびハイ
チを対象とした Disaster Emergency Committee (DEC) による支援の呼
び掛け、および Sports Relief のために 1 億 5,000 万ドルの寄付が集ま
りました。eDonate プラットフォームは、DEC のハイチ地震の支援の
呼び掛けに対して 370,000 ポンドを越える支援が集まり、総額  
2,100 万ポンドに達しました。さらに BT の電話による寄付システムでも  
350 万ポンドが集まりました。社員は自分で選んだ慈善団体に  
250 万ポンドを寄付しており、会社からさらに 100 万ポンドが提供され 
ています。

コミュニティや環境のために何ができるか、BTは
非常に積極的に行動するつもりです。しかし、成
功はしっかりした基盤がなければ実現しません。
当社がお約束できるのは、BTの全事業を責任感と
持続可能性に配慮して遂行すること、社員とお客
様、そして私達が働いているコミュニティを支援
することです。

社会的責任 ̶ BTの実績
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 遺産
Connected Earth Web サイト (www.connected-earth.com) と英国の美
術館は、国にとって価値があると認められた電気通信関連の歴史的な
製品、文書、写真、フィルムを保存しています。2010 年は、無料の
英国政府のカリキュラム（標準教育コース）から、77,000 件を超え
るダウンロードが提供されました。BT Archives では、1830 年代の電
報の誕生から現在にいたるまでの、ブリティッシュ・テレコミュニケー
ションズ・ピーエルシーと前身の組織が保持していた歴史的な情報を
保存しています。

 サプライ ･チェーンのための基準
BTはサプライヤー用の詳細にわたる労働 ･ 環境基準を持っており、
アンケートと現場調査によりコンプライアンスの実行内容を確認して
います。2010 年は、180 社のサプライヤーが BT の自己評価アンケー
トに回答しました。また、BT は 32 件の現場調査を実施しました。BT 
は 270 社のサプライヤと協力してサプライヤ独自の環境基準の改善
を図っています。同様に 261 社と労働基準の改善を図っています。

 炭素排出量の削減
いままでに BTは、世界全体で、1997年を基準にして、54%の炭素
排出量の削減を行いました。この中には、排出量がゼロか低い電力の
購入も含まれています。英国では、絶対 CO2 の排出量が、昨年は 7% 
減少し、基準にしている 1997 年から 59% 減少しています。

 エネルギー使用率の削減
2011 年の 3 月までに、CO2 を 75,000 トン削減するという目標に向
かって大きく前進しています。電話交換局から不必要な機器を取り除
き、暖房システムをより効率的に使用して、オフィス スペースの使
用を最適化し、サーバーを撤去するなど、BT全体の活動が効果を表し、
CO2 を 41,800 トン削減できています。

 運輸
お客様サービス プログラムの一環として、ネットワークの障害率を
低減することで、エンジニアの訪問に関連する CO2 排出量を大幅に削
減できています。年間で、BT の保有車両の走行距離は 15% 削減され、
その結果 CO2 排出量も 12% 削減されました。この削減には、燃費の
よい運転技術のトレーニングや、作業スケジュールの改善、無駄な移
動の削減、車両荷重の削減 (軽い機材を使用するなど ) のための活動
も貢献しています。

 出張
昨年、経費削減の一環として、音声、ビデオウェブ会議コラボレーショ
ン・サービスを、職場や自宅から利用することで、社用車の移動距離
にして 3,300万キロメートル、CO2 では、6,700トン削減しました。

 環境マネジメント
BT の環境マネジメント システムは、英国、ベルギー、アイルランド、
ドイツ、オランダ、イタリアの ISO14001 認定を受けています。BT 
Spain は EMAS 認定を受けています。

 ごみとリサイクル
本年度、BT では 2009 年と比較して、ごみの廃棄量を 15% 削減しま
した。世界全体では廃棄物の 44% をリサイクルし、目標を達成しま
した。また、2010 年は、英国の自社のネットワークの銅線ケーブル
を 8,444 km (76,000 トン ) を、リサイクルしました。

すべては 2012 年のために

2012 年のロンドン オリンピックおよびパラリンピックの公
式の通信サービス パートナーである、BT は両大会がスポーツ
競技にとっても、また英国や参加・観戦する人にとっても、
さらに 2012年のロンドン会場の近くのコミュニティにとっ
ても、成功した大会となるように作業を進めています。

2012 年のロンドン大会のテクノロジー パートナーと協
力して、BT は、数百万件の電話、電子メール、およびテキス
ト メッセージのほかに、画像伝送、実況放送、スポーツ報道、
2012 ロンドン大会ウェブ・サイトへのすべてのアクセスを一
社で処理します。高速で信頼性が高く、安全な BT のテクノロ
ジーとネットワークを、2012 年のロンドン オリンピックお
よびパラリンピックの会場 94 か所のすべてに設置するため、
莫大な投資を行っています。

2012 年ロンドン大会の持続可能性パートナーとして選ば
れた 6 団体の 1 つとして、BT が最も得意とする作業、つまり
環境にやさしいテクノロジーを使用して人と人をつなぐこと
を最大に生かした設備を作り、終わった後でも長く役にたつ
遺産にしてみたいと考えています。環境への影響を最小限に
する通信サービスを創造し、できる限り家庭や企業が大会終
了後に再利用できるようにファイバー ネットワークを採用し
ました。今回の大会では五輪大会で初となる集中型ネットワー
ク ソリューションをが提供できるようにしています。また、
新たに開発した炭素排出量の算定方法を使用して、サービス
の影響を測っており、将来の大会のために削減方法を記録す
る予定です (7 ページ参照 )。
大会にはできるだけ多くの人が参加して、その経験から

何かを得てほしいと考えています。BT の従業員は、大会開催
中にボランティアとして参加する予定で、既に 1,000 名を超
える従業員が、オリンピック公園付近の運河や歩道を整備す
るプログラムなど、オリンピックとパラリンピックの準備プ
ロジェクトへの参加登録を済ませています。英国の若者が、
コミュニケーション能力をたかめながら、大会にも参加でき
る教育プログラムに BTは投資をしています。また、地元の若
者があとで利用できるように、オリンピック公園のそばに、
Legacy Centerを建設も支援しています。

BTは、障害者スポーツへの支援にも取り組み、そのひと
つの活動である BT Paralympic World Cup の 4 年間にわたるス
ポンサーシップをすでに 2 年間続けています。The Lord’s 
Taverners と協力して、英国各地の障害があり、若者やコミュ
ニケーションが難しい若者のための感覚刺激空間 (sensory 
room) を 12 部屋建設する予定です。

社会的責任‐BTの実績
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リスクと機会の管理
CR リスク レジスタを使用して、BT にとって最も重要な社会、環境、
倫理に関連するリスクを定量化しています。これは、年に 2 回更新さ
れ、年に 1 度、社外の Leadership Panel および BT の取締役会によっ
てレビューされます。現在の主要な CR リスクは、次のとおりです。

 BT の信頼を失う誠実さに欠く行為

 気候変動の緩和

 気候変動への適応

  社員の間の関係およびお客様サービスに対するダイバーシティの
与える影響

  社員および BT の業務にかかわりがある一般に対する健康および
安全リスク

  意図しないお客様リストの流失による信頼の喪失

 許容できないサプライ チェーンの労働状況

機会マップを使用して、既存および今後期待できる低炭素製品および
サービスと、それらの市場での魅力を示します。グラフには、将来性
のあるソリューション、予想される収益、および炭素削減の見通しが
示されています。。本年度検討している新ビジネスのチャンスには、
クラウド コンピューティング、電話会議サービス、および現場作業
支援システムがあります。
脱物質化は、出張に代わる遠隔会議など、仮想製品により物理製

品を置き換えることです。

BT には、持続可能性を管理する４つのビジネス・リーダーシップチー
ムがあります。これらのチームが、全体の努力を見守り、計画を前進
させます。このチームには、会長のサー・マイケル・レイクが議長を
務める Group Committee for Responsible and Sustainable Business が
あります。外部の専門家で構成される Leadership Panel は、BT の取
り組みを詳細に調べ、貴重なアドバイスとフィードバックを提供しま
す。Leadership Panel の視点については、5、6、10、および 15 ページ 

に掲載されています。持続可能性の目標を達成するためには、従業員を
巻き込み、従業員が行動を起こすように支援が必要です (9 ～ 11 ページ
を参照 )。

BT では、業績を評価し、報告するための主要業績評価指標を開
発しました。また、意識が分散しないように、難しい目標を設定しま
した (16、17 ページを参照 )。

BT の報告
重要性評価プロセスを使用して、BT のビジネスおよび関連する方々
にとって、最も関係があり、重要な CR の問題を特定しました。この
概況およびオンラインでは、最も重要性の高い問題を基に、レポート
をまとめています。グラフには、取り上げられている問題の例が示さ
れています。他の重要ではありながら比較的影響の少ない問題と、重
要性評価方法の詳細については、オンライン レポートに記載されて
います。次の URL を参照してください。www.bt.com/betterworld

誠実さ

多様性

倫理的サプライ チェーン

気候変動の緩和

気候変動への適応

データ保護

健康と安全

可
能
性

影響

低 高

低
高

主要な CR リスク

BT では、持続可能性をビジネスの中に組み入れています。その結果や将来性について、
オープンに報告しています。

企業の持続可能性の実現に向けて

低炭素経済の機会マップ

炭素削減の可能性

機
会
取
得
の
魅
力
度

低 高

低
高

脱物質化

スマート エネルギー

スマートな輸送方法

重要な問題の特定

BT にとっての重要度

BT
 の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
お
よ
び

社
会
に
と
っ
て
の
重
要
度

この報告書およびオンラインでの
報告内容
気候変動
廃棄物管理
ビジネス倫理

オンラインの報告書
製品のリサイクルおよび再使用

無線による健康の問題

管理が必要な問題
ストリート ファニチャーへの落書き
紙の使用

低 高

低
高

年配者および障害者のためのサポート
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外部の持続可能性の専門家から成る Leadership Panel は、年に 4 回会合を開きます。
Leadership Panel のアドバイスとガイダンスは、BT の改善に役立ち、持続可能性分
野でのリーダーシップ確立に向けた努力を後押しします。持続可能性への取り組み
についての Leadership Panel のコメントは、次のページと、5、6、および 10 ページ
に掲載されています。

ジョナソン・ポリット
Leadership Panel の議長で、英国の持続
可能型開発のシンクタンクである Forum 
for the Future の共同創始者であり、プロ
グラム ディレクター

マーク・ゴイダー
ビジネス シンクタンクの Tomorrow’s 
Company の創始者であり、ディレクター

エリザベス・ラヴィーユ
パリを拠点とする持続可能性コンサルタ
ント会社の Utopies の創始者であり、ディ
レクター

ヨーウエン・ランダース
Norwegian School of Management の気候
戦略教授

ニック・ロビンズ
ロンドンの HSBC の Climate Change Centre 
of Excellence センター長

BT のリーダシップパネル
（外部の専門家）の意見

どんな企業にとっても、持続可能性と企業責任への取り組みにおける
最大の試練は、業績の良くないときにどのようにやっていくかです。
昨年は BT にとって非常に厳しい年でした。熾烈な競争環境のなかで、
顧客満足度を向上し、BT の将来のための R&D にかなりの投資を維持
してきました。
さいわい、BT の企業の持続可能性に対する方針は強いままでし

た。しかし、BT は、8 年間維持していた Dow Jones Sustainability 
Index のトップの座を明け渡しました。また、今年の年次報告書では、
5 つの戦略上の優先項目には触れていますが、この件については次の
方向性が示されていません (ただし、BT の "会社の目的 " セクション
では強調されている )。どちらにしても、成功は当たり前のものでは
ないこと、またリーダーシップも全社を挙げて育てる必要があること
を確認させてくれました。

Leadership Panel では、まず BT 独自のKPI (主要業績評価指標 ) (16 
および 17 ページ参照 ) を基に、BT の成果を確認することが必要です。
それを見ると、昨年度は着実に成長を続けていることがわかります。
しかし、状況は常に変化しています。私達はこの方法が進歩を確認す
る方法ではないこと、ましてや BTが最終的に目標にしている高いレ
ベルに到達できないと確信しました。そこで、BTにこうした KPIを、
現場を立場から総合的に見直すことを勧めました。
この 1 年にわたり、最も議論が白熱した内容は、BT の炭素管理戦

略に関するものでした。英国政府は、再生可能エネルギーに積極的に
投資してきた BT のような企業を、事実上、不当に扱っていますが、BT 
はこの分野での非常に強いリーダーシップを継続的に見せています。

BT は低炭素経済への移行から生まれた機会を活用できていませ
ん。BT の世の中への貢献は形のないサービスであることが、その理
由の １ つです。しかし、スマート メーター、スマート ビルディング、
スマート グリッド、統合されたネットワークとインフラストラクチャ
など、将来の低炭素の生活は、急激なイノベーションと新しいテクノ
ロジーの開発に依存しています。そして、多くの企業が、既に積極的
にまったく異なるその世界に向けて足場固めをしています。

ICT 業界全体で、CO2 の排出量が増加する中、ウェッブ対応テク
ノロジーの未来の展望を示すことが大切です。これは大きな課題で、
綿密な注意力が必要ですが、迅速な決断をしなければ遅れてしまいま
す。たとえば、ICTセンターはいまでこそ “クリーンで、グリーンな
センター” として評価されていますが、いつ危機的な状況になるか誰
にもわかりません。 次年度には、この点について BT と深い話し合い
ができることを楽しみにしています。
楽な課題はありません！ どの企業でも、こうした課題に対応する

には、企業の能力を上げる必要があります。BT がこの分野で引き続
き成果をだすことが、これまでになく重要になっています。

LRQA 保証声明

Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (LRQA) は、AA1000 
Assurance Standard (2008) に基づき、この報告書および LRQA 
のオンラインのデータベース内容を保証します。コメントの全
文については、オンライン レポートを参照してください。

契約条項に基づき、LRQA の結論を以下にまとめます。

  BT は AA1000 Accountability Principles of Inclusivity, 
Materiality and Responsiveness を遵守しています。

  指定された持続可能性の業績情報は信頼できます。

  GRI G3 の適用レベルが A+ であるとする BT の自己適合宣言
は公正です。
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主要指標 非財務指標 非財務指標 財務指標

2010 年の目標 2010 年の結果 2009 年の結果 2008 年の結果 2011 年の目標 2010 2009 2008

顧
客 顧客サービス

BT の顧客ベース全体から見た成功の評価 
BT のスコアカードに沿って、最初に適切に
対応する (RFT) 姿勢を基に、顧客サービス
を向上する (12 ページを参照 )

10.5%
2009 年以降の RFT 
サービスの改善率

17%
2008 年以降の RFT 
サービスの改善率

9%
2007 年以降の RFT 
サービスの改善率

Right First Time (最初に適切に対応するこ
と ) は、今後も BT にとって優先事項の  
１ つであり、2011 年はさらに大幅な改善
を実現したいと考えています

修正後総収入 £20,911m £21,431m £20,704m

顧
客

(英国 ) コンシューマ世帯あたりの平均 
収入 £309 £287 £274

従
業
員

 

従業員エンゲージメント インデックス
毎年実施される従業員の意識調査から、BT 
が従業員と良好な関係を築けているかどう
かを示す指標 (5 段階評価 )

2009 年レベルの従業員エンゲージメントの
維持または向上 3.58 3.61 3.60 2010 年レベルの従業員エンゲージメントの

維持または向上
人件費 £5,004m £5,616m £5,358m

従
業
員

 従業員数 (正従業員、契約社員、ジョブ 
シェアリング ) 97,798 107,021 111,858

ダイバーシティ（多様性）
BT の社員の多様性の評価 

BT は、多様性を測る 5 種類の主要なベンチ
マークのうち 4 種類でトップ 10 を維持す
る。ベンチマークは英国の ４ 種類のベンチ
マークおよび Schneider-Ross グローバルな
様性ベンチマーク (2008 年 )

BT は、多様性を測
る 5 種類の主要な
ベンチマークのう
ち 4 種類でトップ 
10 を維持

BT は、多様性を測る 
5 種類の主要なベン
チマークのうち 4 種
類でトップ 10 を維持

BT は、多様性を測る 
5 種類の主要なベン
チマークのうち 4 種
類でトップ 10 を維持

BT は、多様性を測る 5 種類の主要なベンチ
マークのうち 4 種類でトップ 10 を維持す
る。これらのベンチマークのうち ４ 種類は
英国のベンチマーク。5 種類目はグローバ
ルな多様性ベンチマーク

適切な財務指標の開発はされていない

H&S: 労働時間損失を伴う傷害率
12 か月間の移動平均で、100,000 労働時間
あたりの割合で表される労働時間損失を伴
う傷害件数

0.157 件に削減 0.209 
件

0.160
件

0.188
件

0.180 件に削減 休暇が必要になった傷害により発生した
経費 £5.6m £7m 2009 年に導入さ

れた指標

H&S: 病気による欠勤率
12 か月間の移動平均で表される、病欠によ
る損失日数 (暦日 ) の割合

病欠のための損失日数 (暦日 ) を 1.9% に 
削減 2.46% 2.17% 2.43% 病欠のための損失日数 (暦日 ) を 2.21% に

削減
BT 疾病手当費用 £95.4m £85.2m £89.8m

サ
プ
ラ
イ
ヤ サプライヤとの関係

毎年実施されるサプライヤの意識調査を基
に、BT がサプライヤと全体的に良好な関係
を築けているかどうかを示す指標

次の質問で 80% 以上の評価を達成 : "貴社の 
BT との関係の質をどのように表しますか。" 86% 85% 78% 次の質問で 80% 以上の評価を達成 : "貴社の 

BT との関係の質をどのように表しますか。"
外部サプライヤへの支出総額 1 £12.0bn £13.0bn £12.8bn

サ
プ
ラ
イ
ヤ

倫理的取引
BT のサプライ チェーン人権基準の適用状態
の指標

高～中程度のリスクであるとされたすべて
のサプライヤに対して、BT の倫理基準アン
ケートにより、3 か月以内に追跡調査を 
100% 行う

180
リスク評価 (追跡
調査率 100%)

78 
リスク評価 (追跡調
査率 100%)

234 
リスク評価 (追跡調
査率 100%)

高～中程度のリスクであるとされたすべて
のサプライヤに対して、BT の倫理基準アン
ケートにより、3 か月以内に追跡調査を 
100% 行う

調達契約の価値 2 86%を

サプライヤが負担

83%を

サプライヤが負担

66%を

サプライヤが負担

社
会
の
質
の

 
向
上 コミュニティへの有効性指標

BT のコミュニティ プログラムについての 
第 3者による評価

90% 以上の評価スコアを維持 96% 91% 79% 90% 以上の評価スコアを維持 責任感がある持続可能な事業投資
(時間、資金、現物支援 )

£26.4m £25m £22.3m

社
会
の
質
の

 
向
上

社会への投資 基準とする税引き前利益の少なくとも 1% 
の投資を維持 1.05% 1.01% 1.02% 基準とする税引き前利益の少なくとも 1% 

の投資を維持

環
境 CO2 相当 (CO2e) 排出量3

BT の気候変動に対する影響の指標
2020 年 12 月までに、BT グループは CO2 排
出原単位を 1997 年レベルから 80% 削減。
(目標は 2008 年に設定 )

C02e 801,000トン
51% の削減、
54% 排出原単位を
削減

CO2e 860,000 トン 
47% の削減、
46% 排出原単位を 
削減

CO2e 888,000 トン 
45% の削減、
54% 排出原単位を 
削減

2020 年 12 月までに、BT グループは CO2 排
出原単位を 1997 年レベルから 80% 削減。
(目標は 2008 年に設定 )

エネルギー費用の合計
(電力 + 保有車両のガソリン + ガソリン + 
石油 + バックアップ ジェネレータ用の
ディーゼル、英国およびアイルランドのみ )

£285m £247m4 £194m

環
境

ごみ廃棄場に廃棄されるごみおよびリサイ
クル
BT の資源使用状況の指標 

BT グループは、ごみ廃棄場に送られるごみ
を 2009 年レベルから 8% 削減 15% 

ごみ廃棄場に廃棄
されるごみ量の 
2009 年比の削減
率

17% 
ごみ廃棄場に廃棄さ
れるごみ量の 2008 
年比の削減率 (英国
のみ )

22% 
ごみ廃棄場に廃棄さ
れるごみ量の 2007 
年比の削減率 (英国
のみ )

BT グループは、ごみ廃棄場に送られるごみ
を 2010 年レベルから 10% 削減

リサイクルによる収入

埋め立てごみ処理税の節税

ごみ処理費用

£6.65m

£0.96m

£(6.0m)

£7.42m

£1.15m

£(7.90m)

£6.7m

£0.89m

£(7.27m)

ごみ処理費の純節減額 / (費用 ) £1.61m £0.67m £0.32m

誠
実
さ 倫理的業績評価指標

BT の従業員意識向上キャンペーンやトレー
ニングの成功を測る指標 (5 段階評価 )

この指標を拡張し、新しい贈収賄防止ポリ
シーなど、すべての関連ポリシーを網羅す
る予定

4.10 
(新指標 )

77% 83% 2010 年の指標スコアを維持または向上 売上支援 5 
(顧客は持続可能性の高いコンポーネント
を支持 )

£2.1bn £1.5bn5 £2.6bn5

誠
実
さ

以前の評価 (BT の経営理念についての 従業員
の認知度 )

主要 CR 指標

1 相互接続、手数料、公共料金、使用料を含む
2 BT が社会的にも環境的にも責任のある形で商品を購入、頒布、使用、廃棄することにサプライヤが同意する (サプライヤ向けのアンケートの回答から挿入 ) 
3 BT の炭素排出量は、政府発表の排出量ファクタの変更および軽微な修正を反映するために、再算定

2009 年度の実績と今後の目標

進捗の評価は、年次報告と違い、非財務の主要業績評価指標を使用しています この表
には、Connected Reporting Framework の基準に従って算定された、環境的および社会
的な業績に関係する BT の直接経費も含まれています。この表の情報は、BT の年次報
告書および Form 20-F にも記載されています。
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主要指標 非財務指標 非財務指標 財務指標

2010 年の目標 2010 年の結果 2009 年の結果 2008 年の結果 2011 年の目標 2010 2009 2008

顧
客 顧客サービス

BT の顧客ベース全体から見た成功の評価 
BT のスコアカードに沿って、最初に適切に
対応する (RFT) 姿勢を基に、顧客サービス
を向上する (12 ページを参照 )

10.5%
2009 年以降の RFT 
サービスの改善率

17%
2008 年以降の RFT 
サービスの改善率

9%
2007 年以降の RFT 
サービスの改善率

Right First Time (最初に適切に対応するこ
と ) は、今後も BT にとって優先事項の  
１ つであり、2011 年はさらに大幅な改善
を実現したいと考えています

修正後総収入 £20,911m £21,431m £20,704m

顧
客

(英国 ) コンシューマ世帯あたりの平均 
収入 £309 £287 £274

従
業
員

 

従業員エンゲージメント インデックス
毎年実施される従業員の意識調査から、BT 
が従業員と良好な関係を築けているかどう
かを示す指標 (5 段階評価 )

2009 年レベルの従業員エンゲージメントの
維持または向上 3.58 3.61 3.60 2010 年レベルの従業員エンゲージメントの

維持または向上
人件費 £5,004m £5,616m £5,358m

従
業
員

 従業員数 (正従業員、契約社員、ジョブ 
シェアリング ) 97,798 107,021 111,858

ダイバーシティ（多様性）
BT の社員の多様性の評価 

BT は、多様性を測る 5 種類の主要なベンチ
マークのうち 4 種類でトップ 10 を維持す
る。ベンチマークは英国の ４ 種類のベンチ
マークおよび Schneider-Ross グローバルな
様性ベンチマーク (2008 年 )

BT は、多様性を測
る 5 種類の主要な
ベンチマークのう
ち 4 種類でトップ 
10 を維持

BT は、多様性を測る 
5 種類の主要なベン
チマークのうち 4 種
類でトップ 10 を維持

BT は、多様性を測る 
5 種類の主要なベン
チマークのうち 4 種
類でトップ 10 を維持

BT は、多様性を測る 5 種類の主要なベンチ
マークのうち 4 種類でトップ 10 を維持す
る。これらのベンチマークのうち ４ 種類は
英国のベンチマーク。5 種類目はグローバ
ルな多様性ベンチマーク

適切な財務指標の開発はされていない

H&S: 労働時間損失を伴う傷害率
12 か月間の移動平均で、100,000 労働時間
あたりの割合で表される労働時間損失を伴
う傷害件数

0.157 件に削減 0.209 
件

0.160
件

0.188
件

0.180 件に削減 休暇が必要になった傷害により発生した
経費 £5.6m £7m 2009 年に導入さ

れた指標

H&S: 病気による欠勤率
12 か月間の移動平均で表される、病欠によ
る損失日数 (暦日 ) の割合

病欠のための損失日数 (暦日 ) を 1.9% に 
削減 2.46% 2.17% 2.43% 病欠のための損失日数 (暦日 ) を 2.21% に

削減
BT 疾病手当費用 £95.4m £85.2m £89.8m

サ
プ
ラ
イ
ヤ サプライヤとの関係

毎年実施されるサプライヤの意識調査を基
に、BT がサプライヤと全体的に良好な関係
を築けているかどうかを示す指標

次の質問で 80% 以上の評価を達成 : "貴社の 
BT との関係の質をどのように表しますか。" 86% 85% 78% 次の質問で 80% 以上の評価を達成 : "貴社の 

BT との関係の質をどのように表しますか。"
外部サプライヤへの支出総額 1 £12.0bn £13.0bn £12.8bn

サ
プ
ラ
イ
ヤ

倫理的取引
BT のサプライ チェーン人権基準の適用状態
の指標

高～中程度のリスクであるとされたすべて
のサプライヤに対して、BT の倫理基準アン
ケートにより、3 か月以内に追跡調査を 
100% 行う

180
リスク評価 (追跡
調査率 100%)

78 
リスク評価 (追跡調
査率 100%)

234 
リスク評価 (追跡調
査率 100%)

高～中程度のリスクであるとされたすべて
のサプライヤに対して、BT の倫理基準アン
ケートにより、3 か月以内に追跡調査を 
100% 行う

調達契約の価値 2 86%を

サプライヤが負担

83%を

サプライヤが負担

66%を

サプライヤが負担

社
会
の
質
の

 
向
上 コミュニティへの有効性指標

BT のコミュニティ プログラムについての 
第 3者による評価

90% 以上の評価スコアを維持 96% 91% 79% 90% 以上の評価スコアを維持 責任感がある持続可能な事業投資
(時間、資金、現物支援 )

£26.4m £25m £22.3m

社
会
の
質
の

 
向
上

社会への投資 基準とする税引き前利益の少なくとも 1% 
の投資を維持 1.05% 1.01% 1.02% 基準とする税引き前利益の少なくとも 1% 

の投資を維持

環
境 CO2 相当 (CO2e) 排出量3

BT の気候変動に対する影響の指標
2020 年 12 月までに、BT グループは CO2 排
出原単位を 1997 年レベルから 80% 削減。
(目標は 2008 年に設定 )

C02e 801,000トン
51% の削減、
54% 排出原単位を
削減

CO2e 860,000 トン 
47% の削減、
46% 排出原単位を 
削減

CO2e 888,000 トン 
45% の削減、
54% 排出原単位を 
削減

2020 年 12 月までに、BT グループは CO2 排
出原単位を 1997 年レベルから 80% 削減。
(目標は 2008 年に設定 )

エネルギー費用の合計
(電力 + 保有車両のガソリン + ガソリン + 
石油 + バックアップ ジェネレータ用の
ディーゼル、英国およびアイルランドのみ )

£285m £247m4 £194m

環
境

ごみ廃棄場に廃棄されるごみおよびリサイ
クル
BT の資源使用状況の指標 

BT グループは、ごみ廃棄場に送られるごみ
を 2009 年レベルから 8% 削減 15% 

ごみ廃棄場に廃棄
されるごみ量の 
2009 年比の削減
率

17% 
ごみ廃棄場に廃棄さ
れるごみ量の 2008 
年比の削減率 (英国
のみ )

22% 
ごみ廃棄場に廃棄さ
れるごみ量の 2007 
年比の削減率 (英国
のみ )

BT グループは、ごみ廃棄場に送られるごみ
を 2010 年レベルから 10% 削減

リサイクルによる収入

埋め立てごみ処理税の節税

ごみ処理費用

£6.65m

£0.96m

£(6.0m)

£7.42m

£1.15m

£(7.90m)

£6.7m

£0.89m

£(7.27m)

ごみ処理費の純節減額 / (費用 ) £1.61m £0.67m £0.32m

誠
実
さ 倫理的業績評価指標

BT の従業員意識向上キャンペーンやトレー
ニングの成功を測る指標 (5 段階評価 )

この指標を拡張し、新しい贈収賄防止ポリ
シーなど、すべての関連ポリシーを網羅す
る予定

4.10 
(新指標 )

77% 83% 2010 年の指標スコアを維持または向上 売上支援 5 
(顧客は持続可能性の高いコンポーネント
を支持 )

£2.1bn £1.5bn5 £2.6bn5

誠
実
さ

以前の評価 (BT の経営理念についての 従業員
の認知度 )

別途記載のない限り、すべての
目標値の達成期限は 2011年 3月
31日 

2009年度目標達成

2009年度目標未達成

目標継続中

凡例

4 この表のエネルギー費用は、2009 年度のガソリン費用を含めるため改訂済み
5 この年度中にデータ収集の方法を改善したため、数値も再算出。
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