
CIOの新しい役割－グリーン ITにおけるCIOコア・コンピタンスの確立－

第１章　序　論

１－１　本研究の背景と社会的意義

　近年、日本の国際競争力の低下が著しいと評

価されるが、環境への取り組みは世界トップク

ラスを誇るべきものであり、世界標準になる可

能性を十分に有している。CSR（Corporate Social 

Responsibility；企業の社会的責任）の観点からも
自然環境との共生を視野に入れつつ最先端の IT
技術を駆使し、環境面における ITに関わる標準
化モデルを早急に構築することが、国際社会にお

ける日本社会の果たすべき役割であろう。特に、

昨今“グリーン IT”と称して、環境対策に貢献
すべき ITの役割について様々な議論が展開され
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要　　旨

　近年、日本の国際競争力の低下が著しいと評価されるが、環境への取り組みは世界トップクラスを
誇るべきものであり、世界標準になる可能性を十分に有している。自然環境との共生を視野に入れつ
つ最先端の IT技術を駆使し、環境面における ITに関わる標準化モデルを早急に構築することが、国
際社会における日本社会の果たすべき役割である。特に、“グリーン IT”という環境対策に貢献すべ
き ITの役割について様々な議論展開がなされている。
　IT革命以降、日本では電子政府・電子自治体、ならびに企業経営の中枢を担う情報統括責任者と
してCIO（最高情報責任者）のコア・コンピタンス（中核的役割）の確立に力を置いてきた。しかし、
CIOとこれらの分野の融合に関する研究は始まったばかりであり、その役割は確立していない。本
論ではグリーン ITに関わるCIOの新しい役割についての研究成果をまとめている。
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英文要旨

The New role of innovative CIO will be expanded to Corporate Social responsibility (CSR) such 
as global environment and climate change. In this context e-Government is an important framework for 
formulating the strategy as well as policies and implementing the action of program. Our paper is to analyze the 
relationship between CIO and Green IT issues including new indicator of priolitinizing environment effect on 
e-Government by original survey. �e findings will be quite clear in emphasizing positive impact for new role of 
CIO of e-Government in the field of establishing environment friendly society.
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ている。IT革命以降、日本では電子政府・電子
自治体、ならびに企業経営の中枢を担う情報統

括責任者としてCIO（Chief Information Officer；
最高情報責任者）のコア・コンピタンス（Core 
Competence；中核的役割）の確立に力を置いて
きた。しかし、CIOとこれらの分野の融合に関
する研究は始まったばかりであり、その役割は確

立していない。

　本論では IT革命以降の環境に関わるCIOの新
しい役割について研究した成果をまとめている。

当研究所は日本の大学で唯一の電子政府分野の研

究拠点であり、今年で５年目を迎える電子政府世

界ランキングやCIO研究をはじめ、世界で実力
が認められている。さらに、APEC電子政府研究
センターも兼務しており、グローバル・ネット

ワークを最大限に生かした国際比較研究活動を

行っており、本論には国際比較の観点も含め論及

したい。

　

１－２　先行研究と問題提起

　本研究テーマである環境（以降、本論ではグ

リーン ITと称す）分野におけるCIOの新しい役
割を追求するという研究対象は新しい研究領域で

あり、学際領域に属するものと理解できる。その

ため、先行する学問成果が極めて少ない。

　たとえば、豊澄（2007）によれば、日本で環境

経営に関する実証研究が行われたのは1994年に

なってからであり、記述的分析（富増方式）、ク

ラスター分析（上妻・梅澤方式）、回帰分析（朴

方式、國部方式）へと発展を遂げたⅰと述べる。

　また、海外においても測定方法の違いによる実

証研究の分類は、①環境情報開示を利用した研

究、②廃棄物削減活動を利用した研究、③総合的

環境経営活動を利用した研究の３つに分類してい

るⅱ。豊澄は８つの環境経営評価項目；①「運営

体制」、②「情報公開」、③「環境教育」、④「ビ

ジョン」、⑤「汚染リスク」、⑥「資源循環」、⑦

「温暖化対策」、⑧「製品・物流」の具体的な活動

に基づいて企業の環境経営を総合的に判断してい

るⅲ。その他、環境経営が株価に与える影響、企

業業績と環境経営の相関関係、環境情報と企業競

争力の相関関係に関する研究が行われてきた。

　これらの既存研究を見ると、環境領域に関わる

人的資源に着眼点を置く研究は皆無である。すな

わち本論で言及するCIOの環境経営に関する評
価項目や導入効果に関する研究は見当たらない。

　特に豊澄は「戦略的環境経営は企業競争力（企

業業績）の向上に貢献し、企業に競争優位をもた

らすといえる」ⅳと結論付けているが、これらの

戦略的環境経営を成功に導くには、舵取りを担う

CIOのような役割が必要不可欠といえまいか。
　CIOの観点から見ると、社会環境の変化に基づ
き、その役割は多様化している。たとえばCIO
コア・コンピタンスの新潮流は、先行する米国

CIOがリスク・マネジメントに注力しているⅴ。

これらのコンピタンスはいうまでもなくCIOが
担うべき役割であり、技術、マネジメント、予算

管理、コミュニケーション等に精通しているCIO
が労力とコストを注ぐことによって環境経営の一

助と認識されるべきものである。

　本論ではこれらの既存の研究と、筆者が言及す

るCIOコア・コンピタンスの研究成果の知見を
十分に生かし、グリーン ITにおけるCIOの新し
い役割についてまとめている。

　これまで日本では、ITを導入することによっ
て、サービスや質の向上、あるいは業務改善、コ

スト削減を目標に費用対効果を測定してきた。し

かし、社会、経済、産業そのものが ITによって
大きく変化し始めると、ITが果たすべき役割も
様変わりしてきた。ITガバナンスや内部統制が
強化され、ある組織が ITを導入、活用するにあ
たり、目的や戦略を適切に設定して、その効果や

リスクを定量的あるいは定性的に評価し、あるべ

き IT活用を実現するメカニズムをその組織の中
に確立することが重視されている。いわば、グ

リーン ITはこうした ITガバナンスが強化される
プロセスにおいて必要不可欠な取り組みのひとつ

と考えられるⅵ。
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　こうした情報社会の変化の中で、企業経営の中

枢として、あるいは電子政府・電子自治体の推進

者としてのCIOと、これらの組織体が目指すべ
きCO2の削減や環境対策はまだ融合していない。

　IT導入による費用対効果が厳しく求められる
中で、環境経営、ビジネス、調達はもはや切り離

せない評価項目のひとつであり、今後CIOの新
しい役割に統合されることは必至である。

　したがって、本論では、組織体―企業ならびに

行政機関へのCIOの設置によって企業の競争優
位、あるいは行政効率化が促進され、CIOの新
しい役割－コア・コンピタンスとして確立すべき

必要性がある点について論じている。

　

１－３　検証方法と有効性

　環境問題は ITを利活用した結果、環境を悪化
させるという側面と、ITを利用することで環境
対策に貢献するという側面の２面性を持つ。しか

しながら、CIOはこれらの問題を解決する人材
であるべき認識を持ち合わせていなかった。

　そこで、本論では次の２つの方法に基づき検

証する。一つは、2006年から当研究所で実施して

いるCIOコア・コンピタンス国際比較調査であ
る。日米欧ASEANのCIO並びにCIOに匹敵す
る人材が、グリーン ITにおける役割の重要性に
ついて言及している点に関して、インタビューな

らびにアンケート調査に基づいて分析した。この

国際共同研究は、当研究所所長の小尾敏夫教授が

２年会長を務めた（現顧問兼副会長）国際CIO
学会の海外支部の協力連携を得て実施したもので

ある。協力大学は、米国―ジョージ・メースン大

学、ニューヨーク大学、ジョージ・ワシントン大

学、スイス―スイス工科大学、イタリア―ローマ

第2大学、イギリス―エセックス大学、タイ―タ

マサート大学、NECTEC（国家電子コンピュー
タ庁）、フィリピン―ラサール大学、インドネシ

ア―バンドン工科大学、ベトナム―ハノイ大学、

中国―北京大学、ロシア―サンクトペテルブルグ

大学、ペルー―イーサン大学他である。

　二つ目は、文献調査に基づき、日本の行政、企

業のグリーン ITへの取り組み内容について調査
し、さらに国際電気通信連合（ITU）のグリー
ン ITシンポジウム（2008年６月18日　ロンドン）
へのスピーカー参加で海外の有識者等とディス

カッションした内容についてまとめ、各国の先進

事例などから、CIOの役割としての新潮流につ
いて纏めた。

第２章　検　証

２－１　グリーンITの歴史と背景

　グリーン ITが脚光を浴びたのは“環境問題”
が深刻さを増し、さらに日本が洞爺湖サミットな

ど国際舞台の場で環境対策を国策的に重点分野と

して認識し始めたことによるが、もともと10年ほ

ど前から構想は存在していた。従来、世界の産業

形態は軽工業中心の第一次産業革命、電気・石油

による重化学工業中心の第二次産業革命、原子力

エネルギー中心による第三次産業革命へと発展を

遂げてきた。さらに最近では1990年代以降から開

花した IT革命、あるいはデジタル革命によって、
情報社会は急速な勢いで進展し、いつでもどこで

もだれとでもコミュニケーションが取れるユビキ

タス社会が現実のものになった。しかしながら、

その革新的な技術によって、他の産業革命同様に

環境問題を誘引している事実も否めない。

　実際に社会で扱う情報量は2025年には現在の約

200倍（06年比）になると試算され、省エネの技

術がいまより改善されるにしても、今後必要とな

る電力量はさらに増加すると予測されている。具

体的には、2006年の国内総電力量に占める ITが
要する電力の割合は約５％だが、2025年には20％

を超えるというⅶ。

　先進国だけでなく、中国、ロシア、ブラジル、

インドのBRICsをはじめ、ポストBRICsなど中
東での情報化も活発化しており、世界中の ITに
よる電力消費量はおそらく、現在の試算を上回る

可能性も充分にありうる。したがって、グリーン
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ITは世界における喫緊課題なのである。

２－２　グリーンITの現状と取り組み

　２－２－１　日本政府と企業

　日本では、グリーン ITの取り組みを強化促進
するために、産学官連携のもとに、グリーン IT
推進協議会（Green IT Promotion Council）が創設
された。ITの革新的技術の導入によって、省エ
ネ効果を定量的に測定することや、環境問題の啓

蒙普及活動を行うことが目的である。環境問題は

国際的なフレームワークで解決しなければならな

い問題のひとつであり、日本は世界規模でその対

策を進めるべきである。

　業界間の融合や調整も必要不可欠である。たと

えば、自動車よりも電車利用のほうが環境によい

とされる点や、テレビ会議や遠隔システムを利活

用した会議の導入によって、出張を軽減し、省エ

ネ、消費電力の削減に繋がるという仕組みであ

る。しかしながら、こうした取り組みは環境問題

への解決策になるとはいえ、各業界の成長に問題

を生じかねない。つまり、業界あるいは産業界同

士で環境対策における融合や調整を行うことに

よって、双方にとってメリットのある、あるいは

効率的な環境対策のための枠組みを構築しなけれ

ばならない。言うまでもなく経済成長の持続と産

業の発展の両立、さらに環境との共生は至難であ

る。

　総務省が平成20年4月に取りまとめた「地球温

暖化問題への対応に向けた ICT政策に関する研
究会」報告書ⅷには、CO2排出削減が実現した

2030年の社会イメージを掲げ、同社会を実現する

ために必要な ITシステム及び研究開発課題が提
言された。その中でも特に、エネルギーの流れの

情報化によって電力の消費と供給をマネジメント

する技術や、ペーパーレス化社会を実現する技術

の研究開発の促進、ICTの利活用による低炭素社
会の実現という観点から、様々な分野の社会シス

テムの ICT化を推進し、電子政府・電子自治体
など ICT化された社会システムのより一層の普

及を促進すべきとしている。

　経済産業省が提唱するグリーン ITの取り組み
については、特に２つの柱を軸にして推進を図る

構えである。一つが IT機器・システムの省エネ
を促進していくこと。そして二つ目が、ITを活
用した社会の省エネを推進していくことである。

IT機器を利用すればするほど、電力量が増大し、
大気中の二酸化炭素（CO2）を排出する。した

がって、革新的な技術によって、抜本的に電力を

浪費しないための技術を開発することで省エネを

促進していかなければならない。ITの利用法は、
ITを活用することによって得られるエネルギー
消費の削減を推進することであり、正しく分析し

効果を評価する仕組みの確立が重要な鍵となる。

　日本企業の場合、環境への取り組みは以前から

始まっているが、グリーン ITとビジネスの融合
課題について多くの議論が展開されている。さら

に、日本の問題は規制の多さが後進性を牽引する

可能性を孕んでいる。これらの問題を解消するに

は、大学、企業、行政の産官学連携が必要であり、

これらの機関を繋ぐ専門機関の設立や協同研究が

求められる。環境と経済を両立できる先進的な政

策立案を進めることが必要となる。最近企業では

ITの利活用による環境面でのコストや労力の短
縮を目指したガバナンスの側面から定量評価を試

みる企業が増加している。

　２－２－２　海外と国連

　海外では特に欧州が環境対策の面で先進してい

る。これは、2008年２月にドイツのハノーバーで

開催された「CEBIT」で、初めて“グリーン IT”
をテーマにしたセッションが開催され、各企業の

ベストプラクティスが紹介されたことからも伺え

る。筆者は、当見本市にプレスとして参加したが、

特に欧州企業の環境問題への熱心さに驚かされ

た。また、BTが2008年に出したChanging World: 
Sustained Values 2008には、持続的なビジネスを推
進し、コミュニケーションのリーディングプロバ

イダーにBTがどのように移行していくか、につ
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いて説明がなされている。

　例えば気候変動についてもすでにイギリスで

は、58％まで二酸化酸素排出量を削減し、リサイ

クルに関しても消費マネジメントを46％、社会改

善のための投資として、22.3百万ポンドを拠出し
ている。特に二酸化炭素排出量に関しては、世界

で2020年までに1996年のレベルから80％削減する

新たな目標を打ち出した。BTは、世界170カ国に
おいてグローバルなビジネス展開をしている。英

国以外の地域における2008年の成長率はイギリス

以外の欧州で15％増、米国19％増、アジア太平洋

66％増となり、主としてアジアでの成長が著し

いⅸ。

　先述した通り、ITと地球環境に関わるテーマ
は、今年６月のOECD閣僚会議、７月７－９日
のG８北海道洞爺湖サミットにおいて、気候変動
問題が「開発・アフリカ」、「世界経済」、「政治問

題」と並ぶ主要議題の一つとされるなど、昨今同

問題への関心が急速に高まりつつある。こうし

た新潮流の中で、６月17－18日にイギリス・ロ

ンドンで国連 ITU主催による「ICTs and Climate 
Change Symposium」が開催された。
　ITのアプリケーション技術の発展に伴い、定
量的にエネルギー消費量の削減やGHG（Green-
house Gas；温室効果ガス）の削減、省力化に対
して効果があるとみなされている。気候変動に

関わる ITのインパクトを定量化する新しいメ
トリック研究が進んでいる。さらにLCA（Life 
Cycle Assessment；ライフサイクルアセスメント）
の手法に関してもGHG削減のための手法の一つ
とみなされた。さらに、海外ではクリーン・テク

ノロジーのための ITとして、GHG削減のための
ITの利活用に関する報告もなされており、オー
ストラリア（気候リスクによる）や、EU、そし
てファイバーオプティクス（欧州FTTH協議会
による）も研究を進めている。アプリケーション

としては、フレックスタイム制や遠隔医療、ホー

ムケア、公共交通、持続可能なコミュニティ、都

市計画、ビデオ会議などを含む技術によって、増

大するGHG削減の直接的なインパクトが定量化
され始めている。

　スピーカーとして参加したこのセッションで、

気候変動に向けた新しい取り組み内容が紹介され

た。内容は持続可能な発展のための環境経営と人

材（CIO）の育成のセッションである。環境経営
と人材育成の必要性について大学という研究機関

の立場から発表した。特に、多発する災害地域に

おいては、災害が環境を悪化させることと環境が

災害という弊害をもたらす相互関係を払拭するた

めの IT利活用が重要であり、今後この教育面か
らの解決策を国策的に討議しなければ、環境問題

の進展には繋がらない。

　したがって、最近活発化している IT利活用に
よる環境貢献をテーマに、ネットワーク、災害、

途上国のための災害対策と環境問題など多岐にわ

たる議論が各国各企業代表で行なわれた。特に環

境経営に必要不可欠な人材（CIO）の育成につい
て行った当方の提言内容は斬新なアイデア、且つ

環境保全にも必要不可欠として高く評価された。

すなわち、国連会議に参加した識者の多くが、環

境面における人材ならびに人材育成の面でその必

要性と重要性を納得したといえる。

２－３　電子政府・電子自治体のグリーンIT

　米国の IT革命の流れを受けて、日本が積極的
に電子政府の実現に向かって始動したのが2000年

である。電子政府がスタートして約８年になる。

当時、森喜朗首相の下で堺屋太一経済企画庁長

官、竹中平蔵慶応大教授らが旗振り役を務め、IT
戦略会議の発足や IT基本戦略の策定にこぎ着け
たⅹ。2000年７月に民間有識者を集めた「IT戦略
会議」が設置され、2000年11月には５年以内に世

界最先端の IT国家になることを目標とした「IT
基本戦略」が発表された。2001年１月には内閣に

「IT戦略本部」を設置し、「e-Japan戦略」も決め、
2003年までに行政内部の電子化に取り組む目標が

提示された。2003年７月にはこれに続く IT活用
で「元気・安心・感動・便利」社会を目指すとし
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た「e-Japan戦略Ⅱ」が制定された。2006年１月
には「IT新改革戦略」が決定され、医療・道路
交通などへの IT活用が提言に盛り込まれている。
2008年４月には行政手続の電子化を加速するため

の工程表「IT政策ロードマップ」の中間報告が
発表され、行政内部手続きの効率化推進が図られ

ている。

　これらの電子化が促進される中で、環境対策と

して必要と考えられるのが電子調達である。調達

の評価項目には環境に掛かる項目が含まれておら

ず、企業のグリーン化対策に並行して、早急に環

境に注力した評価項目を設置する必要がある。

２－４　環境問題に対する市民の意識変化

　2008年２月22日に日本経済新聞主催による日経

環境シンポジウムが当研究所も協力して開催され

た。テーマは「経済と環境の共生を実現するグ

リーン IT投資」についてである。IT投資は、企
業の生産性向上に大きな役割を果たしてきた一方

で、IT機器が消費する熱量や電力量の急増が深
刻な問題となってきた背景がある。こうした中

で、企業の環境対策の大きな一歩となるのが「グ

リーン IT」への期待であり、経済と環境が共生
する社会、あるいはグリーン IT投資に求められ
る経営的観点について、議論が行われた。

　今回、このシンポジウムでのパネル討論「グ

リーン ITと企業経営」の中で、環境に対する市
民の意識調査を行ったが、環境問題に対する関心

の高さが伺えたⅺ。

　先ず、環境保護への人々の意識が高まりつつあ

る中で、人々の消費スタイルにも変化が見られ始

めている。商品を購入する際に、特に重視する

点はどれか聞いたところ、『品質』（58.0％）が最
も多く、続いて『経済性』（26.8％）、『環境保護』
（20.1％）という結果であった。特に『品質』は、
『経済性』と回答した者の2倍の者が重要であると

回答していることに特徴がある。そのほか、『利

便性』や『ブランド』よりも『環境保護』に対す

る関心が高く、20%の回答者が商品購入の際の参

考にしている。

　中･高･大学に「環境」を必修科目にさせる提案

について伺ったところ、『是非必要だ』（41.1％）、
『必要』（48.7％）を合わせ、必要であると答えた
方が約９割であった。現在、環境を必修科目にす

る教育機関は一部の専門機関を除いてほとんど行

われていない。しかしながら、アンケート調査結

果からもわかるように、環境教育は初等教育から

の動機付けが必要不可欠といえよう。中学生など

ある程度の知識レベルに達した子ども達に早くか

ら省エネやエネルギー効率、環境経営的な科目を

受講させることで、環境に対する知識を身につけ

ることが出来、有用と考えられる。

　日本の IT産業の商品やシステム、ソフトなど
が国際標準、いわゆるグローバル・スタンダー

ドになかなか到達できないが、グリーン IT分野
はグローバル・スタンダードになれると思うか、

という質問に対しては、『期待できる』が最も多

く58.1％であった。さらに『かなり期待できる』
11％を含めると、70％が期待していることがわか

る。

　この回答には確実性よりも期待値のほうが大き

い。日本の革新的技術をもって、環境対策に貢献

できれば、世界を牽引できる標準化技術を手中に

することが出来ることに対する期待である。昨今

日本の国際競争力が低迷しつつある事実を受け、

環境という新機軸の元に標準化を構築することが

出来れば、競争力強化にも牽引できると理解して

いるものが増えている。

　このように、市民のみならず企業や行政におい

ても社員一人ひとりの環境に対する意識は高まり

つつあるが、さらなる啓蒙活動は必須であり、オ

フィス内の省電力化、ペーパーレスの推進、PC
やプリンターの消費電力を削減するなどの積極的

な活動が望まれる。
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第３章　CIOの新しい役割

３－１　CIOの役割の質的変化

　最近では、企業内のメンバーとして活躍する以

上にCIOの活動領域は幅広く、CIOのニーズや
領域は新しい職種や分野へも拡大しているⅻ。IT
が組織にもらすもっとも顕著なインパクトは効率

性／生産性の向上を通じたコストの削減であり、

劇的な変化は、業務時間内に取り組むべき業務と

しての IT戦略に基づくビジネスの計画／立案で
ある�とされている。

　CIOは情報時代の進歩、あるいは社会や組織の
ニーズに合わせて、その役割は進化しつつある。

CIOは社会環境の変化に影響を受けやすい。む
しろ、CIOは環境や情報社会の変化をすばやく
キャッチし、順応に適応できなければならない。

　CIOには多様な役割や機能が求められている。
また、CIOは複雑且つ膨大な情報の中から価値
ある情報の取捨選択を行い、速やかに導入してい

くイノベーター（innovator）でなければならず、
必然的に起こりうる変化に積極的に行動を仕掛け

る事がCIOに求められる。

３－２　CIO国際比較調査

　CIOコア・コンピタンス／学習目標の国際比
較調査に関して、日本、米国、ASEAN各国で
2006年度より実施してきた。結果は表１の通りで

ある。

　これらの対象地域における現行のCIOコア・
コンピタンス／学習目標の重要・非重要カテゴ

リーの分類は、各国で実施したアンケート・イン

タビュー調査、ケーススタディ分析のデータを利

用したクロス集計、並びに多変量解析に基づき実

施している。

　

表１　優先的コア・コンピタンス日米ASEAN比較

優先
順位 米　国 日　本 ASEAN

（タイ）

1 情報資源戦略
・計画

情報資源戦略
・計画 政策と組織

2 政策と組織 情報セキュリ
ティと情報保護

リーダーシッ
プと管理能力

3 情報セキュリ
ティと情報保護

リーダーシッ
プと管理能力

プロセス・変
革の管理

4 プロセス･変革
の管理

プロジェクト・
マネジメント

プロジェクト・
マネジメント

5 プロジェクト・
マネジメント

資本計画と投
資評価 EA

6 業務評価の
モデル・手法 予測 情報資源戦略

・計画

7 リーダーシッ
プと管理能力

プロセス・変
革の管理

業務評価の
モデル・手法

8 技術とユー
ザー 政策と組織 技術とユー

ザー

9 予測 業務評価の
モデル・手法

資本計画と投
資評価

10 EA EA 調達

11 電子政府と電
子商取引

電子政府と電
子商取引

電子政府と電
子商取引

12 調達 技術とユー
ザー

情報セキュリ
ティと情報保護

出典： 「IT付加価値向上を目指すコア・コンピタンス調査」
小尾・岩崎（2006年）

　このことから、日本、米国、ASEANの優先的
コア・コンピタンス調査の結果を比較分析すると

次のことが明らかになる。第一に、各国によっ

て、コア・コンピタンスの優先順位は異なる。第

二に、順位に差はあるが、何れの国もコア・コン

ピタンスの重要性は“政策や戦略”、“組織の構築”

や“マネジメント”などに集中している。タイの

企業もグローバル化が進展し、CIOは多国籍企
業から広がり始めている。第三に、情報社会の成

熟化に伴い、情報セキュリティや情報保護を強化

する傾向が強くなる。「情報セキュリティと情報

保護」の優先順位の高さは米国（３位）、日本（２

位）、ASEAN（12位）であることから、情報通信
インフラの敷設状況や、危機管理対応などの対応

を見込んだ順位である。
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４－１　検証結果

　検証結果から、次の点が明示された。CIOコ
ア・コンピタンスの国際比較調査の結果から、先

進するCIOが重視するコア・コンピタンスは昨
今セキュリティやリスク・マネジメントに注力し

ている点が明示された。また、情報資源戦略・計

画、業務評価をはじめ、各重要施策が環境対策に

どう関わっているかのアカンタビリティが求めら

れている。さらに、日本の行政、企業における

グリーン ITへの取り組み事例に関して、ここ２、
３年の間に環境への解決策を模索する試みが増加

していることが明らかになった。

　また、ITUが主催したロンドン国連会議への参
加から、ITを活用した環境対策に関しては国策
的課題であり、海外―特に欧州では先進事例が多

く明らかになった。さらに環境とCIOの関連性
についても深い理解を得たことで ITを駆使でき
る人材育成の必要性が徐々に浸透している点が理

解できる。

　

４－２　今後の課題

　環境保護と経済成長が両立するユビキタス社会

において、情報統括の責任者であるCIOは組織
の IT戦略、IT投資の情報システム構築し、運用
し、評価しなければならない。特に環境面におい

ては省電力化など環境に配慮した IT化の取り組
みを行う必要がある。また、環境問題は一企業で

解決できる問題ではなく、産官学が連携して解決

策を見出さなければならない。

　今後は、環境面において、CIOが効率的活動
できる組織体制を構築し、IT経営のための環境
CIOの啓蒙と普及に努めなければならない。地
球温暖化問題は国策的な課題であることを理解す

る必要があるだろう。また、日本は情報通信の人

材育成面においても、環境対策においての事例は

世界に誇るべきものを有している。したがって、

世界最高の省エネ技術は勿論、人材育成に関し

て、海外への技術供与することにより、特に環境

問題対策に遅れをとる途上国支援も可能になるな

ど、その貢献度は大きい。
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