
BTは「事業を継続（サステイナブル）し、責
任あるビジネス・リーダーになる」という目
標を掲げています。この小冊子「より良い未
来を創るために」は、その達成状況をご紹介
しています。この中では BTの重点分野が取
上げられています。すなわち、「より良いコミュ
ニケーション（Better connected）」、「より良
い環境（Better with less）」、「より良い生活
（Better lives）」、「より良いビジネス（Better 

business）」の 4つの分野です。各分野の現状
を見ることで、BTが皆様とのより良い未来創
りに向けて、どのように取り組んでいるかを
ご紹介します。

オンライン版　「より良い未来を
創るために」のサイト：
www.bt.com/betterfuture

オンライン版　年次報告書のサイト： 
www.bt.com/annualreport

この要約版報告書の内容：オンライン版の報告書をご覧になるには：

シェア： 2012年　年次報告書をご覧になるには： BTは各方面から高く評価されています：

オンライン版の報告書では、より詳細な今年度
の報告内容をご覧頂けます。また、BTの考え
方やテクノロジー、スキルを活用して、世界各
地のお客様や地域社会のためにの活動した具体
的事例もあります。 

2012年サステイナビリティレビュー
より良い未来を創るために（要約版）

会長および CEOからのメッセージ

より良い未来を創るための BTの戦略

より良いコミュニケーション

より良い環境

より良い生活

BTリーダーシップ委員会より

今年度の達成状況

より良いビジネス
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会長および最高経営責任者から
のメッセージ

当社を取り巻く社会や経済、そして
環境に対して、当社の従業員、製品
やサービス、そして資源を責任を持っ
て活用し、様々なな貢献を行ってい
ます。社会が直面する課題に対して、
当社がするべき事はまだ多くありま
す。さらなる貢献のために、当社の
リーダーシップ・チームは情熱を持っ
て臨んでいます。

より良い未来を創る BTの戦略は、当社が事業を
継続し、責任あるビジネス・リーダーになるため
の道筋を定めたものです。当社の戦略は事業環境
や皆様の考え方の変化に合わせて進化します。

当社の報告について 
当社では年 1回、営業実績などの報告を行って
います。今回の報告対象期間は 2011年 4月 1日
から 2012年 3月 31日までの期間（2011年度）
です。当社では皆様のご関心のある事項にお応え
するために年一回マテリアリティ・レビュー（重
要度を決めるレビュー）を実施しています。詳細
版の報告書は、LRQAによって AA1000（AS）の
規定に沿った内容であることが認められ、また、
GRIの G3ガイドラインにも準拠しています。

より良い未来を創る 
BTの戦略

イアン・リビングストン
最高経営責任者

1年前から当社の重点戦略として、「事業を継続（サステイナブル）
し、責任あるビジネス・リーダーになる」という目標を掲げています。
現時点での達成状況ををご覧ください。

要約版である本冊子にて概要を、またオンライン版の報告書全文で
より詳細な内容をご覧いただけます。

光ファイバーは BTの未来
光ファイバー事業への 25億ポンド規模の投資は、有意義な資金の
活用であると考えています。英国全体に光ファイバー・ブロードバ
ンドが整備されれば、個人、企業ともに働くことがずっと容易にな
ります。当社は光ファイバーの敷設を、世界で最も迅速に進めてき
ました。今後は、企業がビデオ通話や会議機能、在宅勤務などを活
用し、よりスマートな働き方が可能になります。一方、BTは英国
政府や地方自治体、EUと共同で投資を行い、当社単独では採算性
を確保できない地域にも光ファイバー網を拡大できるよう取り組ん
でいます。

“社会はいくつかの極めて大きい課題に直面してい
ます。それらの課題への対応として BTでは今年、
“より良い未来を創る” 戦略の一環として、いくつか
の大胆な長期目標を発表いたします。

”
しかし、今年度は課題もありました
1997年以降、当社の炭素排出量は 60％低下しました。当時、BTは
2020年までに 80％の削減を達成することを約束しました。この約
束は現在も変わりありません。しかし、この目標値の達成計画の一
部である風力・太陽光発電プロジェクトの推進が徐々に困難になり
つつあります。政府の政策にもっと明確な方針が必要です。また、
私たちは広い視野で考える必要があります。つまり、当社単独では
なく、お客様やパートナー、サプライヤーと連携して取り組まなけ
ればなりません。たとえどんなに困難を伴おうと、私たちすべてを
支えている社会や環境を維持すると同時に、株主の皆様やお客様に
ご満足いただける業績を残し、従業員のモチベーションを高める方
法は、それ以外にありません。

サー・マイケル・レイク 
会長 
2012年 5月

イアン・リビングストン 
最高経営責任者 
2012年 5月

サー・マイケル・レイク
会長

下記の詳しい情報はオンラインでご覧く
ださい。:
BTリーダーシップ委員会より
当社の経済面のインパクト
保証
GRIインデックス

より良いコミュニケーション：
BTは、すべての人々に、どこにいても、
通信ネットワークが結んだ進化した社会が
もたらす利点を活用していただきたいと考
えています。

詳細はオンラインで 
Better connected

より良い環境：
地球の上では、環境がもたらす制約を考慮
して生活をする必要があります。BTはこう
した条件のもとで役立つサービスを提供す
ることで、「差し引きプラス（net good）」の
結果を促進する力になれると信じています。

詳細はオンラインで 
Better with less

より良いビジネス：
BTは、自社を「責任ある企業」と考える企
業であるならば、いくつかのビジネス環境
を考慮し、適切に管理するべきだと考えて
います。 

詳細はオンラインで 
Better business

より良い生活：
BTは、当社の技術と従業員の力は、世界中
の人々の生活向上に寄与する強力な推進力
になれると考えています。

詳細はオンラインで 
Better lives
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｢ 最初から適切に対応する ｣（RFT：Right First 
Time）は、お客様に対するサービスを評価する重
要な基準です。これは、お客様に対してお約束し
たことを実行できたかどうかを測るものです。

当社の主要業績評価指標（KPI）
カスタマーサービスの向上

2007年度からの累積向上率

BTは、すべての人々に、どこにいても、
通信ネットワークが結んだ進化した社
会がもたらす利点を活用していただき
たいと考えています。

光ファイバー・ブロードバンドへの投資
BTでは今年、英国国内で光ファイバー・ブロード
バンドの展開を加速し、予定よりも 1年早い実現
に向けて資金と人材を積極的に投入しました。当
社の光ファイバー・ブロードバンド展開は、通信
速度の高速化を求めるお客様のご要望を反映して
います。その結果、企業の方々はより速く、より
スマートに業務を進めることが可能になり、個人
のお客様はネットワークへのアクセスが容易にな
り、時間の節約や炭素排出量削減の効果が生まれ
ています。

当社が投資をすることで、医療・保健や教育シス
テムおよび国や公共団体のデジタル化が進み、簡
単に利用できるようになります。

カスタマーサービスの向上
BTは「最初に適切に対応する」（RFT：Right First 
Time）ことを推進しており、約束を守り、連絡が
簡単で、率直な交渉を心がけています。

問題の解決に 2度もご連絡をいただくべきではな
いと考えています。今年度個人向けサービスに関
してご連絡をいただいたお客様の 82％は、1回目
の電話で解決されています。お客様も当社も時間
を節約でき、ほとんどの場合、不満足な状態は回
避されています。

英国国内のお客様からのお問い合わせに対応する
事業部は BT Retailです。その対応の 60％がセル
フサービス化されいますので、いつ、どこで、ど
のように当社にご連絡されるのか、お客様自身で
お決めいただけます。

BTは、一般的な質問やトラブルへの対応にソー
シャルメディアを積極的に活用しています。お客
様もこの方法を望んでいます。ツイッターやフェ
イスブック、YouTubeに加えて、当社のヘルプペー
ジや LiveChat、Communityフォーラムなどが利用
可能になっています。当社のツイッターアカウン
ト@BTCareのフォロワー数は今年度 62％増加し
ています。

 

デジタル化をさらに拡大

当社のネットワークに接続した多くのお客様が
インターネットのもたらす社会的・経済的な成
果を活用されています。たとえば、BTの「Get IT 
Together」キャンペーンは、当社のネットワーク
を活用されていない方々のためのプログラムです
が、2010年のキャンペーン開始からすでに、5万
2,000人が「Get IT Together」ウェブサイトを利用
した実績あります。

今後は、地方のためのプログラムを計画して、さ
らに多くの方々に当社のネットワークを利用しイ
ンターネットを楽しんでいただきたいと考えてい
ます。特にブロードバンド普及率の低い地域に重
点を置く計画です。

こうした地域に住む方々がネットワークを利用す
るためには、複雑な問題がありますが、当社では
2012年末までに 10万人をネットワークに接続す
るという思い切った目標を立てています。

コーンウォール地域のプロジェクトに参加した
ヴァレリーさんは、新しく身につけたオンライン・
スキルについて次のように話しています。

“誰かと連絡を取り合う、つながること
は素晴らしいことです。家族ともすぐ
に連絡が取れるし、距離も近づいた気
がします。孫の成長をみることも出来
ます。ネットを利用することで、わた
しの生活はとても便利になっています。

”
当社では、こうしたデジタル化プログラムを世界
各国で実施しています。

詳細はオンラインで 
 ‒カスタマーサービスとお客様の経験
 ‒BTのデジタル化の活動
 ‒  BTのデータ、プライバシー、セキュリティの保
護について
 ‒子供向けプログラムの安全性について

より良いコミュニケーション 

BT.comの 1週間あたりの訪問者数

190万光ファイバーは当社の未来

英国国内で 
1,000万棟突破

2014年末までに英国 
国内の 3分の 2がアクセ
ス可能になること
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よりスマートなソリューションの開発
低炭素経済に移行するために、ＩＴ産業の役割は
極めて重要です。ある予測によれば、2020年まで
に世界の CO2排出量の 15％削減を実現できる可能
性があるといわれています。（www.smart2020.org）

当社はよりスマートで、より低炭素のソリューショ
ンをお客様に提供しています。たとえば、バンカ・
シビカ（Banca Civica）銀行は、スペイン国内に
350の支店を持っていますが、BTが開発した自動
省エネ・システムの活用によって、炭素排出量を
25％削減し、電気代を年 40万ユーロ（34万 6,000
ポンド）削減しています。
バンカ・シビカの効率化向上担当ディレクター、
ミゲール・アンフェル・カストロ（Miguel Angel 
Castro）氏は、次のように述べています。

“エネルギーの効率的利用が可能な
inmoticsシステムの導入により、電気
料金上昇によるリスクが軽減されてい
ます。この 2年間だけでも電気料金は
33％程度上昇しましたが、この新シス
テムのおかげで、支店間の差はあるも
のの、電力消費量を平均 25％低減でき
ました。すばらしい省エネ効果です。

”
英国では、炭素削減義務制度の導入を機に、エネ
ルギー使用量がリアルタイムでわかるスマート
メーターなどの技術の採用が増えました。BTでも
毎月 150棟のビルに新規設置を行っています。た
だし、複雑な課題もあります。投資回収に通常よ
り日数がかかる長期案件であるため、投資回収が
早い短期案件より優先度を高めると、資金回収の
点から問題になる場合があります。

プロダクト・スチュワードシップ 
（総合的製品管理システム）の再考
当社ではサプライヤーやパートナーと協力して、
廃棄物の発生量が少ない、環境面のサステイナビ
リティーに優れた製品を設計しています。当社の
パートナーの中には、ケンブリッジ大学の設計工
学センターも入っています。 

同センター所長のジョン・クラークソン教授は次
のように述べています。

“設計とは、本来、具体的な問題解決方
法を提示するものです。人類は今、サ
ステイナブルな未来を創るためにチャ
レンジしていますが、それは地球とい
う惑星を、私たちが望ましい惑星する
ためです。当センターでは、BTと連携
して、『Designing Our Tomorrow（私た
ちの明日を設計する）』というツール
キットを開発するコンソーシアムを組
織できたことを喜んでいます。

”

BTでは継続的改善プロセスの一環として、プロダ
クト・スチュワードシップ（総合的な製品管理シス
テム）の改善点を報告しています。さらに、当社の
システムとプロセスを改善する最良の方法を見つけ
るために本格的なレビューを行っています。当社は
関係各位に、この計画を発表しています。

詳細はオンラインで 
 ‒  環境への影響を削減するた 
めのお客様へのサポート
 ‒  二酸化炭素排出量と水の総使用料に 
関する取り組み
 ‒直接的に及ぼす環境影響について
 ‒  カーボンアカウント（CO2口座）について

 

より良い環境

地球環境を考慮すると私たちの活動に
は制約がかかりますが、BTはこうした
状況でも、実質的に貢献できる「差し
引きプラス（net plus）」の結果を出すサー
ビスを提供できる企業になれると考え
ています。

炭素排出とエネルギー使用
BTでは 1990年代以来、当社のビジネスが気候変
動に与える影響力を減らすように努力してきまし
た。二酸化炭素排出量の削減についてはすでに多
くのことを実施しましたので、これからは直接的
な排出量削減だけでなく、革新的なアイディアの
活用が必要だと考えています。サプライヤーやお
客様との連携による、総合的な炭素削減対策もそ
のひとつになるでしょう。

二酸化炭素排出量の動向に最も影響するのはエネ
ルギー消費量です。BTはエネルギー消費量を 3年
連続で削減してきました。ビジネスは拡大していま
すが、エネルギー消費量は前年度比 2％の削減目標
に対して 3.3％の削減を達成しました。当社は省エ
ネルギー・プログラムをすでに開始し、今後は年間
2,190万ポンドの削減を達成する計画です。

また、BTの世界的エネルギー消費量を 2012年度
中に前年比 1.5％削減する目標も立てています。

当社では各国政府と緊密に連携して、どの国でも
適応できるエネルギー表示法の確立に努力してい
ます。その中の 1つが、消費者製品用の A～ G格
付けです。こうした表示制度は、低炭素商品を選
ぶ基準として役に立っています。

単位付加価値（当社の GDP寄与）当りの当社の
炭素排出原単位の累積削減率（対 1997年比）

BTは、英国内における炭素排出量の測定・管理・
削減プロセスの確立に成功し、再びカーボン・ト
ラスト・スタンダード（Carbon Trust Standard）
からの認定を受けています。

60%
当社の主要業績評価指標（KPI）
全世界におけるBTのCO2e排出量

正味排出量

炭素原単位＝CO2換算排出量／付加価値
（＝EBITDA＋従業員コスト）
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より良い生活

BTの技術と従業員の力は、世界中の方々
の生活を向上させる強力な推進力であ
ると考えています。

お客様を支援する
BTのお客様である企業の多くが、当社のネット
ワークを基盤として、皆様の生活を向上させるサー
ビスを創造しています。医療・保健分野はテクノ
ロジーがそうした大きな力を発揮できる分野の一
つです。 

たとえば、英国では、BTは、NHS（国民保健サー
ビス）のためにサービスを提供していますが、そ
れが効率改善と患者のケアの向上に貢献していま
す。たとえば遠隔地にいるコンサルタントにテレ
ビ会議システムを提供して、診察時間外に脳卒中
の診断を可能にしました。

サリー・テレストローク（Surrey Telestroke）のク
リニカル・ディレクター、エイドリアン・ブライ
ト氏は次のように説明しています。

“スキャン画像や検査結果をオンライン
で確認できるほか、高解像度ビデオ回
線で患者を診察し、オンサイトの医療
チームや心配しているご家族とも対面
会話が可能です。すべてが私のホーム・
オフィスから可能なのです。

”

慈善事業への支援
BTの従業員とテクノロジーは、英国有数のテレソ
ン（チャリティーを目的とした長時間テレビ番組）
をサポートしています。今年は、BBCの「Children 
in Need」と「Sport Relief」を後援し、世界中の恵
まれない人々を支援する資金の調達に貢献しまし
た。BTのネットワークが伝送した通話量は、「Sport 
Relief」だけで、1秒あたり最大 134件にのぼりま
した。

当社の従業員は、米国やインド、コロンビアなど
世界各地で地域社会と協力して ITスキル向上のた
めの活動を行っています。 

BTはコロンビアの聴覚障害児学校を支援していま
す。その中の一校で教師を務めるファニー・ゴメ
ツ氏は次のように述べています。

“過去 10年間、夢見ていたことが、BT
によって実現しました。一企業では無
理だろうと思っていたことが本当にな
りました。聴覚障害者のコミュニティ
は BTへの感謝の気持ちを決して忘れな
いでしょう。

”

MyDonateを開始
2011年 4月、BTは手数料なしで寄付を送金で
きる、英国でただひとつの募金プラットフォーム
「MyDonate」を立ち上げました。現在、MyDonate
を使用する慈善団体の数は 3,000を超え、毎週
100前後の慈善団体が新たに加入しています。

学習とスキル習得
BTではさまざまなパートナーと連携して、若者の
コミュニケーションスキルや協力スキルを伸ばし、
学習の場から仕事の世界への移行を支援するプロ
ジェクトを進めています。また、2012年ロンドン・
オリンピックおよびパラリンピック大会の公式教
育プログラムである「Get Set」の一環として、若
者向けの学習およびスキル習得プロジェクトも開
発しました。

詳細はオンラインで 
 ‒BTのソリューションの活用のされ方
 ‒地域社会への支援
 ‒若者へのサポート

3,850万ポンド
今年度慈善事業のために BTの従業員とテクノロ
ジーが集めた金額

BTの学習・スキル習得ウェブサイトへのアクセス
件数（2011年度）

420,000 
件

当社の主要業績評価指標（KPI）
地域活動への投資

地域活動へ
の投資（時間、
現金、物資に
よる支援）

税引前利益
に占める割合

2,400
2,500

3,100
3,000

2,200
2,100
2,000

2,300

2,800
2,900

2,700
2,600

2010
年度

2011
年度

2009
年度

1.1%

万ポンド

2,
76

0
万
ポ
ン
ド

2,
64

0
万
ポ
ン
ド

1.9% 1.5%

3,
19

0
万
ポ
ン
ド
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BTは、自社を「責任ある企業」と考え
る企業であるならば、いくつかのビジ
ネス環境を考慮し、適切に管理するべ
きだと考えています。
たとえば事業継続を指すサステイナビリティーは、
ビジネスと切り離せない基本的条件の 1つになっ
ています。

働きやすい職場づくり
当社でビジネスを動かしているのは、従業員です。
次世代テクノロジーを開発するエンジニアもいる
でしょう。サービスや製品を修理するサポートの
担当かもしれません。BTはこうした従業員が当社
の戦略を背負って活動してくれていると信じてい
ます。 

健康・安全・福利
今年度から健康と安全の分野にへ「福利厚生」を
加えました。当社はまず予防に重点を置き、そし
て健康の増進・維持を図り、必要な場合にはリハ
ビリテーションを提供します。

調達およびサプライチェーン
当社では今年度も引き続き、よりサステイナブ
ルな方針を徹底させるため、サプライヤーとの
関係構築に努めています。それにより当社の事
業に関連するリスクを軽減し、サプライヤーの
サステイナブルな行動の重要性の認識向上に役
立っています。 

倫理、汚職・贈収賄防止
2011年 7月に英国贈収賄防止法（UK Bribery 
Act）が施行されました。当社は今年度、この法律
の主旨に沿って取り組みを拡充しました。汚職・
贈収賄防止について総合的なプログラムを導入す
ることで、当社のビジネスに対する倫理観の強化
を目指しています。また従業員や当社のために業
務を遂行する人たちについても、贈収賄と汚職を
防止するための適切な手順を整備しました。これ
は全世界の事業拠点を結んで実行されています。

詳細はオンラインで 
 ‒倫理、汚職・贈収賄防止
 ‒働きやすい職場づくり
 ‒調達およびサプライチェーン
 ‒開発と研究
 ‒人権

より良いビジネス

当社の主要業績評価指標（KPI）
倫理的行動評価は、従業員の意識と行動に基
づいて 5段階評価で測定されます。

2010年度

4.16

2009年度 2011年度

4.10
4.19

2010年度

2.46%

2009年度

2.41%

2011年度

2.16%

当社の主要業績評価指標（KPI）
病気欠勤による労働損失日数 
（暦日）の割合

当社の主要業績評価指標（KPI）
従業員の仕事への取り組み姿勢： 
5段階評価

2010年度

3.61

2009年度 2011年度

3.58
3.68

当社の主要業績評価指標（KPI）
100％の追跡調査に対応しているオンサイ
ト・サプライヤー評価件数

2010年度

33

2009年度 2011年度

32

54

サステイナビリティーの要素が必要だった
契約案件は増加

2010年度

21億 
ポンド

21億 
ポンド

2011年度

27億 
ポンド

2009年度
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主要な指標 非財務指標 財務指標
2012年 
3月時点の目標 a

2012年
3月時点

達成
状況

2011年
3月時点

2010年
3月時点

2013年 
3月時点の目標 a

2012年
3月時点

2011年
3月時点

2010年
3月時点

カスタマーサービス
―― BTのお客様全体を基準に
した成功度の評価。

グループ・カスタマー・サー
ビスの評価は、既存の RFT
（Right First Time）と新しい CIR
（Customer Issue Reduction、 お
客様の問題の削減）から構成。
詳細は昨年度報告書に公表。

昨年度に比べ
て RFTサービ
スが 3％向上

2010 年 3 月
時点に比べて
RFT サービス
が 3％向上

2009 年 3 月
時点に比べて
RFT サービス
が 10.5%向上

グループ・カスタマー・サー
ビス評価は、既存の RFTと
CIRから構成。結果は 2012年
度報告書で公表。

総収入 193億 
700万 
ポンド

200億
7,600万 
ポンド

209億
1,100万 
ポンド

消費者 1世帯（英国）
あたりの平均収入

£343 £326 £309

従業員エンゲ 
ージメント指数
―― 年 1回の従業員意識調査
により、BTと従業員との関
係の良好さを評価。

昨年度の従業員エンゲージメン
ト・レベルを維持または改善
する。b

3.68 3.61 3.58 2011年度の従業員エンゲージ
メント・レベルを維持または
改善する。

従業員コスト 48億8,500万
ポンド 

48億8,700万
ポンド

50億400万
ポンド

従業員数（常勤、非常勤、
ジョブシェアリング）

90,520名 94,158名 97,798名

H&S（健康・安全）：病欠率
―― 病気欠勤による労働損失
日数（暦日）の割合を 12カ
月移動平均で表したもの。

病欠による労働損失日数 
（暦日）比率を 2.29％に下げる。

2.16％ 2.41% 2.46% 病欠による労働損失日数
（暦日）比率を2.05％に下げる。

BTの疾病給付コスト 8,000万
ポンド

9,010万
ポンド

9,540万
ポンド

倫理的取引
―― サプライチェーンの人権
基準への適合状況尺度。

高または中程度のリスクがあ
ると判断されたすべてのサプ
ライヤーで、倫理基準質問票に
よる 100％の追跡調査を 3カ
月以内に達成すること。

100％追跡調
査のリスク評

価 149件

100％追跡調
査のリスク評

価 70件

100％追跡調
査のリスク評

価 180件

高または中程度のリスクがあ
ると判断されたすべてのサプ
ライヤーで、倫理基準質問票
による 100％の追跡調査を
3カ月以内に達成すること。

サステイナビリティー
への影響を改善するた
めの作業を一緒に行う
ことに合意したサプラ
イヤーとの調達契約
金額。

サプライ
ヤーへの
支払額の

87％

サプライ
ヤーへの
支払額の

86％

サプライ
ヤーへの
支払額の

86％

地域活動への投資 税引前利益を基準として最低
1％の投資を維持。

1.5％ 1.9% 1.05% 税引前利益を基準として最低
1％の投資を維持。

責任あるサステイナブ
ルな事業投資（時間、
現金、物資による支援）。

3,190万
ポンド

2,760万
ポンド

2,640万
ポンド

CO2換算排出量
―― 気候変動への影響につい
ての評価。

2020年 12月までに BTグルー
プで CO2 換算排出原単位を
1997年比で 80％削減。
（2008年に設定した目標）。

CO2e  
757,000トン

53％削減
60％の原単位

削減

CO2e 
772,000トン

53％削減
58％の原単位

削減

CO2e 
786,000トン

52％削減
57％の原単位

削減

2020 年 12 月 ま で に BT グ
ループで CO2換算排出原単位
を 1997年比で 80％削減する。
（2008年に設定した目標）。

総エネルギーコスト（車
両燃料＋ガス＋石油＋
バックアップ発電機用
ディーゼルなど。英国
とアイルランドのみ）。

2億5,600万 
ポンド

2億4,300万 
ポンド

2億8,500万 
ポンド

倫理的行動評価
―― 従業員の認知度と教育の
成功度を示す指数。

昨年度の指数スコアを維持また
は向上する。b

4.19 4.16 4.10 
（新たに設定し

た指数）

2011年度の指数スコアを維持
または向上する。b

サステイナビリティーの
要素を含む契約の金額。

27億 
ポンド

21億 
ポンド

21億 
ポンド

 

今年度の実績

a 特に記さない限り、目標はすべて 2012年 3月 31日を終了日としています
b 5段階評価 2011年度目標達成2011年度目標不達成 継続する目標
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チームのメンバーをツイッターでフォローでき
ます。下のリンクをクリックしてメンバーとの
会話に加わってください。

Niall Dunne,  
最高サステイナビリティー責任者 
BT Group 
@bluNiall

Emma Williams 
@ELWilliams_CSR 

Kevin Moss 
@KeviniMoss

ツイッターで私たちをフォローする：

オンライン・レポートでは、当社の「より
良い未来を創る」戦略についてさらに詳細
な報告をご覧いただけます。4つの重点分
野に関する詳細のみならず、下記のテーマ
を取り上げた記事もご覧いただけます。

 ‒  コロンビアの学校で BTが行ったデジタル
化のサポート・プログラム

 ‒  英国国内で光ファイバー・ブロードバン
ドを予定より 1年早く実現することを目
指したパートナーシップ

 ‒  Challenge Cupによるイノベーションが、
当社の「より良い環境」にどう役立って
いるか

 ‒  BTの従業員と技術が「Sport Relief 2012」
をどう支えたか

 ‒科学技術の技能教育への BTの取り組み

オンライン版の 
Better Future報告書
www.bt.com/betterfuture

“この報告書をお読みいただきあり
がとうございました。ぜひ、ご意
見やご感想をお聞かせください。
crreporting@bt.comまで Eメール
でお願いいたします。

”Better Future報告チーム

したがって、現在の KPIを使った報告と委員会の
評価報告は、今回が最後となります。新しいマネ
ジメント方法の検討が進んでおり、現在の BTリー
ダーシップ委員会はすでに全員退任しました。

今回の報告内容の詳細はオンラインにすべて掲載
されてます。過去 1年間の実績と評価はそちらで
ご覧ください。

私どもは委員としての責任を終えるにあたり、BT
に対し、全社における統合的なステークホルダー・
エンゲージメント戦略の一環として、独立した外
部からの厳しい視点を取り入れることの重要性を
改めて提言しました。

“サステイナビリティーに関わる様々な
課題に、BTの過去および現在の担当の
方々と一緒に取り組めたことを光栄に
思います。

”Jonathon Porritt, Mark Goyder, Elisabeth Laville, 
Jørgen Randers, Nick Robins
2012年 5月 4日

委員会のメンバーは個人の資格で委員を務めま
した。下記の情報は、皆様への参考です。

リーダーシップ諮問委員会は今年
4回開催され、Better Futureプログ
ラムに関する指導と助言を行いま
した。
2011年度末時点での委員会の構成員は次のと
おりです。

 Jonathon Porritt
本委員会委員長、Forum for the Future（英国の
サステイナビリティ開発シンクタンク）のディ
レクター

Mark Goyder
Centre for Tomorrow's Company（ビジネス系シ
ンクタンク）の創設ディレクター

Elisabeth Laville
Utopies（パリに本社を置くサステイナビリ
ティー専門コンサルタント会社）の創設ディレ
クター 

 Jørgen Randers
Norwegian Business School教授（専攻：気候戦略）

Nick Robins
HSBC ロ ン ド ン の Climate Change Centre of 
Excellence所長

BTリーダーシップ委員会から

詳細はオンラインで：現在、BTは企業サステイナビリティー関する報
告内容と責任体制について改変を進めています。
新戦略的重点目標と、「より良い未来を創る」た
めの新戦略が検討されており、今年中に発表され
る予定です。
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