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企業における情報技術の活用と環境対策 
 

林  幹 人 

 
 
１．はじめに 

 社会的な関心の高まりを受け、企業経営

においても環境対策が重要な課題として

認識されてきた。とりわけ我が国では、環

境保護に関する各種制度が整備されてき

たこともあり、企業に対しても早くから環境

対策に積極的に取り組むことが求められ

てきたように思われる。実際、多くの企業

において、二酸化炭素(CO2)をはじめとす

る温室効果ガスの排出削減や、エネルギ

ー消費の抑制、資源の再利用などの取り

組みが実施されてきた。 

 ところで、こうした環境保護への取り組み

は、情報技術(IT)の領域にも広がりつつあ

る。IT 関連の製品や設備によるエネルギ

ー消費が急増したことを背景に、行政が

IT 分野における環境保護の取り組みを推

進したり、これを事業機会と捉える IT 企業

が環境対策を支援する IT 製品やサービス

を提供するようになった。 

 なかでも、近年、IT 分野における環境対

策に関する考え方としてグリーン IT が登

場してきた。それは、環境対策のための IT

活用や、IT 利用による環境負荷を改善し

ようとする取り組みを総称する用語であり、

グリーン・コンピューティングと呼ばれること

もある。 

 本小論では、グリーン IT の考え方につ

いて概観した上で、現状の課題について

検討する。 

 

２．グリーン IT とは 

 グリーンITとは、ITの利用にともなう環境

負荷を低減したり、IT を利用して環境問題

を改善しようとする取り組みを総称する概

念である。従来、IT 経営の分野では、環

境対策関連のテーマは存在してはいたも

ののそれほど重点的に議論されてこなか

ったが、環境問題への社会的な関心の高

まりと、急速に普及した IT 製品による電力

消費の増大を背景としてしだいに存在感

を示してきた。グリーン IT という用語の初

出は必ずしも定かではないが、我が国で

は 2007 年頃から使われるようになった。経

済産業省が「グリーン IT イニシアティブ会

議」を初めて開催したのが 2007 年末であ

り、大手 IT 企業を発起人として「グリーン

IT 推進協議会」が設立されたのは 2008 年

である。 

 グリーン IT には、IT のグリーン化(green 

of IT)と、IT によるグリーン化(green by IT)

の 2 つのアプローチがある。IT のグリーン

化とは、IT の利用にともなう環境負荷を低

減することを目指すものであり、IT をより電

力消費の小さなものに置き換えたり、デー

タセンターや企業のサーバールームなど

で IT 機器からの放熱を冷却するための空

調機器の電力消費を削減したり、IT 製品

のリユースやリサイクルを通じて廃棄される

資源を減らそうとするものが含まれる。一

方、IT によるグリーン化とは、人や商品な

ど物質の移動を IT を用いて減らすないし
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は効率化して、それにともなうエネルギー

消費を低減させることや、書籍や音楽など

の情報財の流通においてはダウンロード

販売によりパッケージレス化を進めたり、

職場においてはいわゆるペーパーレス化

を進めて資源の消費を抑えるといった取り

組みである。あるいは、センサー技術を応

用して照明や空調機器を制御し、自然光

や気温にあわせて必要最低限の電力消

費になるようコントロールしようとするものも

含まれる。 

 グリーン IT を導入することの利点として

は、エネルギー消費ひいては CO2 排出を

削減し環境保護に貢献できることに加え

て、エネルギー消費を減らしコストを削減

できたり、企業のブランド・イメージの向上

が期待できることもある。 

 

３．先駆的な事例と課題 

 グリーン IT については、すでに多くの企

業が取り組んでおり、少なからず事例が紹

介されている。例えば、先に紹介したグリ

ーン IT 推進協議会では、毎年、グリーン

IT の優れた取り組みをグリーン IT アワード

と称して表彰しており、IT 関連企業を中心

にいくつかの事例が紹介されている。表 1

は、これまでの受賞者の一覧である。 

 受賞者を見ると、当初こそ IT 企業によっ

て占められているが、しだいに IT とは直接

関係しない企業が受賞していることがわか

る。もちろん、普及促進を図ろうとする協議

会の目的からすれば、一般企業の取り組

みが意図的に高く評価された可能性はあ

るが、いずれにしてもそうした企業が含ま

れていることはグリーン IT の広がりを示しう

る。 

 ただ、少しずつ広がっているとはいえ、

広く普及し定着したというにはまだ程遠い 

表 1 グリーン IT アワード受賞者 
年度 部門 受賞企業 

IT の 

グリーン

化 

日本電気、インテル、三菱電機、

ソニー、日本 IBM、日立製作所 

2008

IT によ

る 

グリーン

化 

ソニー(ソニー生命)、松下電工、

日立ソフトウェアエンジニアリン

グ、富士通、沖電気工業、スプラ

イン・ネットワーク 

IT の 

グリーン

化 

NTT データ、アラクサラネットワー

クス、東芝、日立製作所、富士

通、日本 AMD 

2009

IT によ

る 

グリーン

化 

横河電機、鈴与、富士通、小島

プレス工業、NEC ビッグローブ、

三井住友銀行、日本電気、沖電

気工業、東京大学工学部 

IT の 

グリーン

化 

QD レーザ、富士通、東京大学、

山武、日立製作所、日本アルカ

テル・ルーセント、セブン銀行、

日本電気 

2010

IT によ

る 

グリーン

化 

シャープ、関電エネルギーソリュ

ーション、横河電機、小島プレス

工業、三菱電機、DTS、パイオニ

ア 

出典）グリーン IT 推進協議会 HP より筆者作成。 

 

現状がある。例えば、日本情報システム・

ユーザー協会(2010)が 2009 年 12 月に東

証一部上場企業を中心とする企業の IT

部門長ないし企画部門を対象に実施した

調査(n=1979)によると、グリーン IT の対応、

検討に着手している企業は全体の約 2 割

にとどまる。特に、従業者規模別、売上高

規模別のデータを見ると、規模の大小によ

ってグリーン IT への対応に大きな開きが

あり、グリーン IT への対応はごく一部の大

企業によって牽引されていることが読み取

れる。 

 同様の調査は 2008 年にも複数実施され

ているが、こうした傾向に大きな変化はな

い。今後、徐々に普及が進む可能性はあ 
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【売上規模別グリーン IT 着手状況】 
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【従業者規模別グリーン IT 着手状況】 
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図 1 企業規模別グリーン IT 着手状況 

出典)日本情報システム・ユーザー協会(2010)より筆者作成。 

 

るが、現状、普及が停滞している理由とし

てはいくつかの要因が考えられる。 

 まず、コスト面での課題である。IT のグリ

ーン化は、例えば、電力消費の削減によ

るコスト面でのメリットがある。しかし、既存

の IT 機器のリプレイスには多大なコストが

かかる。すでに IT 機器が利用されている

場合、環境対策だけのために、経済的・時

間的コストをかけてグリーン化を進めること

は難しいことが予想される。結果的に、グリ

ーン IT に取り組む企業は、資金的に余裕

のある企業や、大規模なデータセンターな

どを有する企業に限られてくる。 

 また、コンセプトの分かりにくさもありうる。

IT のグリーン化については、IT 機器の置

き換えをともなうため理解しやすいが、IT

によるグリーン化の場合は、何をグリーン

IT と呼ぶべきかがわからない場合がある。

例えば、トラック輸送を手掛ける企業では、

効率的な配車は従来から行われてきた。

あるいは、企業間の取引情報のやり取りの

電子化は今や改めて指摘するまでもない

ことである。さらに言えば、電子メールでさ

え書類の郵送を減らしていると言えるし、

携帯電話で営業マンの直行直帰が可能

になれば、これも無駄な移動を減らすこと

になる。いずれも、内容的にはグリーン IT

に含まれうるが、それらをグリーン IT と呼

ぶなら、グリーン IT を実施していない企業

はほとんどないことになる。 

 クラウド・コンピューティング(CC)との関連

もあるだろう。CC とは、インターネット上に

接続されたとらえどころのない雲のような

不特定のコンピュータ群が提供するサー

ビスを情報ネットワークを介して利用するこ

とである。Google や Yahoo などインターネ

ット企業が提供する電子メールやファイル

共有などのサービスは身近な例である。

従来、自社内にサーバー等の IT 機器を

保有し、それを用いて情報システムを実現

してきた企業は、CC を利用することで自

社内での電力消費を削減することができ

る。これもグリーン IT と呼ばれることがある

が、単に自社内の電力消費を他社に移転

しただけという見方もでき、環境保護への

貢献という点では疑問が残る。 

 さらに、グリーン IT の認知度がまだ低い

という課題もある。先の調査結果は、おそ

らく企業の IT 管理者など企業の IT 活用に

詳しい人による回答であると思われるが、

筆者が行った調査によれば、グリーン IT

の一般的な認知度はまだまだ低いことが
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伺えた。調査は、2010 年 3 月に、ウェブ調

査会社の調査システムを利用し、同社に

回答者として登録している人に対して、当

時の IT 関連用語ランキングの上位に含ま

れていた「グリーン IT」、「クラウド・コンピュ

ーティング」、「ツイッター」、「アンドロイド」、

「ウェブ 2.0」という 5 つのキーワードを列挙

した上で、よく知っている用語を選択させ

た。結果、45906 名から回答があり、認知

度が高い順にツイッター(68.5%)、クラウド・

コンピューティング(30.2%)、アンドロイド

(23.8%) 、 ウ ェ ブ 2.0(13.1%) 、 グ リ ー ン

IT(6.0%)となった。つまり、グリーン IT をよく

知っていたのはわずか 6%であった。認知 

 

表 2 グリーン IT と競合する主な取り組み 
エコマーク 1989 年～。(財)日本環境協会が制

定した環境負荷の小さな製品の認

定制度。IT 製品に限らない。認定

を受けるとマークを使用することが

できる。 

国際エネル

ギースター 

1993 年～。米環境保護庁が制定し

た OA 機器の省エネ製品の認定制

度。日本も参加し、(財)省エネルギ

ーセンターに登録することでエネル

ギースターマークが使用可能とな

る。パソコンだけでなく複写機など

を含む。 

PC グリーン

ラベル 

2001 年～。(社)電子情報技術産業

協会が実施する環境配慮型パソコ

ンの認定制度。協会の審査に合格

するとラベルを使用できる。 

統一省エネ

ラベル 

2006年～。(財)省エネルギーセンタ

ーが制定した制度。同種の製品間

の省エネルギー性能の相対評価を

5 段階で表示する。 

ISO14000 1996 年～。国際標準化機構が発

行する環境マネジメントシステムに

関する一連の国際規格である。審

査機関によって認証を受けることが

できる。 

度の低さは、企業のブランド・イメージを向

上させるようなマーケティング上の効果を

制限する可能性がある。 

 他方で、企業による環境対策にかかわる

競合するコンセプトが存在することも影響

していると考えられる。IT のグリーン化に

競合するものとしては、エコマークや国際

エネルギースタープログラム、PC グリーン

ラベル、統一省エネラベルなどがあり、IT

によるグリーン化に競合するものとしては、

ISO14000 シリーズがある(表 2)。それらは

必ずしも IT のみを対象としていないが、IT

製品にも適用されてきている。これらの競

合コンセプトは、いずれも認証制度やラベ

リング制度となっており、一般の消費者が

抱く企業のブランド・イメージを向上させる

ようなマーケティング上の効果においてよ

り優れていると考えられる。 

 

４．理論的考察 

 グリーン IT の普及がやや停滞している

理由としては、例えば、不況のなかで経済

的に導入する余裕がない企業が多いこと

や、特に IT のグリーン化は既存の IT 機器

のリニューアルのタイミングにあわせて実

施することを計画し導入を先送りしている

可能性がある。ただ、先に見たようなグリ

ーン IT の特徴を踏まえると、普及が進まな

い理由が他にもいくつかあるように思われ

る。 

 グリーン IT のような新たな技術の普及を

説 明 す る 代 表 的 な 枠 組 み と し て 、

Rogers(1983)のイノベーションの普及モデ

ルがある。これは、イノベーションの普及速

度が、相対的有利性や両立性、試行可能

性、観察可能性といったイノベーションの

属性とポジティブな関係があり、イノベー

ションの複雑性とネガティブな関係がある
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とするものである。グリーンITをこれに当て

はめると、環境対策上の効果という点では

既存の制度やコンセプトと大差はない一

方で、認知度ではやや劣ると考えられ、相

対的有利性については決して高いとは言

えない。また、IT のグリーン化に取り組もう

とすると、既存の IT 機器を置き換えなくて

はならないため両立性も低いと評価しうる。

筆者の研究室で行われた調査でも、グリ

ーン IT の導入企業は、IT 設備による電力

消費が大きく、解決すべき課題となってい

た企業、すなわち、当該企業の現状の IT

環境とグリーン IT の導入が両立する企業

であることがわかっている(王 2010)。加え

て、グリーン IT は試行できるようなもので

はなく、観察可能性という点でも他の環境

関連のラベリング制度に比して低いといえ

る。さらに、取り組みの推進体制や方法、

効果の測定などを考えると、グリーン IT の

導入は決して単純ではない。つまり、

Rogers モデルに基づいて評価する限り、

グリーン IT は、普及しやすい状況にはな

い。 

 一方、合理的な採用行動を想定する

Rogers モデルとは異なり、より非合理なモ

デルもある。Abrahamson(1991)は、企業経

営における管理技術の採用において、よ

り効果の低いものが採用されてしまう現象

を説明するためのモデルを示した。彼は、

制度化理論を踏まえて組織外部の規制団

体からの影響と組織による不確実性対処

としての模倣行動に着目し、組織の外的

要因か内的要因か、模倣的かそうでない

かによって、①効果的選択(内的・非模倣)、

②気まぐれ(内的・模倣)、③強制的選択

(外的・非模倣)、④流行(外的・模倣)の 4

つのタイプがあることを指摘した。効果的

選択は合理的な採用行動を意味するため、

それ以外の非合理な採用行動について

検討すると、グリーン IT は、現状では流行

状態にない上、認知度も低いことからいわ

ゆるバンドワゴン効果のような模倣行動は

生じにくく、また、業界団体や法制度によ

って導入が強制されているわけでもないた

め外的要因による導入への圧力も強くな

い。一般社会からの企業の環境対策に対

する期待はあるとしても、少なくとも現状で

は、特にグリーン IT に取り組まなければな

らないという強い要求はないと思われる。

よって、Abrahamson モデルを用いて非合

理な要因を検討しても、グリーン IT の採用

がすぐに促進されるとは考えにくい。 

 

５．おわりに 

 本小論では、IT 分野における環境対策

の課題としてのグリーン IT の現状と課題を

概観した。現状を見る限り、グリーン IT が

普及するためにはまだしばらく時間がかか

ることが予想される。ただ、IT の利用がま

すます拡大するなか、グリーン IT に限らず

関連分野における環境対策への要求が

強まることは避けられないと思われる。今

後も引き続き関連技術の動向に注目して

いく必要があると考える。 
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