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これで
万全！
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企業のミッションを新たに制定する場合，

業界の将来性を見通して従業員の納得を得ら

れることが重要です。IT技術を活用して，
顧客企業の課題解決に貢献することが IT企
業のミッションです。SDGsは社会的課題の
解決を目指す世界の共通語であり，貴社のミ

ッションとしても最適です。

IT 業界の現状と課題

� IT 業界は成長産業

国内の民間 IT市場規模は，２０１８年の実績
は１２兆５千億円で，２０１５年から２０２１年まで

の６年間で１５．３％の成長が見込まれていま

す。

２０２０年～２０２５年は，レガシーシステムの

刷新・更新需要や DX投資の本格化で，年
間平均成長率は２．４％で推移すると予測され

ています（IT専門調査会社 IDC Japan㈱）。
� IT 業界の構成

IT業界は，５つの業界で構成されていま
す。

・インターネット・WEB業界：インターネ

ットを利用したサービス，インターネット

上でサービスを提供する企業。WEBサイ
ト制作，インターネット広告，SNS,EC，
フィンテックなどの業界。

・通信業界：電話，インターネット，光ファ

イバー，無線などの通信インフラを提供す

る業界。

・ハードウェア業界：PC・スマホ・サーバ
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第 1 0 回

●図表－１ IT市場規模の推移

出典：矢野経済研究所国内企業の IT 投資に関する調査
（２０１９）２０１９年度，２０２０年度，２０２１年度は予測値

IT 業界のSDGs経営
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ー・通信機器などの企画・設計・開発・販

売をする業界。

・IT 情報処理サービス業界：情報ネットワ

ーク・セキュリティなどの情報システムの

構築・運用を行う業界で，ITを活用した
業務効率化のコンサルティング，安定利用

を行う保守・運用サービス業界。

・ソフトウェア業界：オペレーティングシス

テム，アプリケーションを扱う業界。受託

ソフトウェア・パッケージソフトウェア開

発などの業界。

本稿は紙数の関係で，情報処理サービス業

界とソフトウェア業界を中心に進めます。

� IT 業界の課題

IT業界は，前述のとおり順調に市場規模
を拡大し，今後も成長が予測されています。

しかし，市場成長を支える人材面で長期的な

課題を抱えています。

・人材不足：エンジニアやプログラマーの人

材不足が続いています。不足人材は，２０２０

年で３１万人，２０３０年で７９万人です（経済

産業省試算）。その理由は，IT業界の急成
長や IT技術の急速な変化に，少子化によ
り人材供給が追いつかないことにあります。

・長時間労働：IT市場の成長と IT人材不足
により，長時間労働が生じています。上流

工程（要件定義やシステム設計書作成）の

残業時間は深刻ではありませんが，下流工

程（開発・テスト）は，繁忙期や納期直前

の残業解消が課題です。

� 産業界における IT 技術の位置付け：IT
技術は，産業界の技術革新を促進する要素

技術・システム化・構造化の共通基盤技術

です。２０３０年に向けての SDGsの目標達
成は，現状の延長線上ではなく，イノベー

ション（≠技術革新）の実現が必須です。

IT業界はパートナーシップの関係を発揮
して，共通基盤である IT技術を提供し，

他業界を支援する関係にあります。

IT 業界のSDGs経営

本稿では，IT業界が社会的課題として解
決が求められている，増え続ける大量の電力

を使用するデータセンター・クラウドサービ

ス業界と人材不足と長時間残業の緩和策とし

てのテレワークについて論述します。

� データセンター

個別企業での分散型情報機器の利用をクラ

ウドデータセンターに集約することで省電力

を実現していますが，データ量の爆発で，電

力使用量は年々増加しています。全世界のデ

●図表－２ IT技術の位置付け

出典：（公財）地球環境産業技術研究機構（筆者１部
再構成）

●図表－３ DC事業の電力利用の推移

出典：日本データセンター協会（２０２１．０４．０８）
JDCCの DC市場調査 メガクラウド独自のDC
など含まず２０１５年から２０１９年の４年間で電力使
用量は４５％増加
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●図表－６ 働く場所

●図表－７ テレワーク実施率
（％）

毎日
リモート
ワーク

週２～３日
出社他は
リモート

毎日
出社

休業・
他

全体（９，７２１） １７．４ １８．１５８．５ ５．９

IT・インターネット（６０８） ５２．０ １６．４２９．４ ２．１

金融（５２６） １７．９ ３２．６４６．１ ３．４

通信・インフラ（３２４） ２３．５ ２１．３５０．０ ６．２

メーカー（２，３２６） ２５．２ １７．２５２．６ ５．０

マスコミ・広告（９６） １８．８ ２１．９５７．３ ２．１

公共（１，３７５） ７．１ ２７．３６１．７ ３．９

その他サービス（３，５４３） １１．４ １４．２６７．２ ７．３

流通（４０７） １１．５ １３．８６７．３ ７．４

出典：Java キャリ ２０２０年５月

ータセンターの消費電力は，総電力消費量の

１％に当たるとされています。

データセンターの電力使用量削減は，脱炭

素化を志向し，使用機器の省エネ化などに努

力しています。

� テレワークで働き方改革

テレワークは，２０１０年後半の働き方改革

の一環として導入が注目され，２０２０年のコ

ロナ感染症対策として急速に導入が進みまし

た。Zoomや Skype，サイボウズなどのテ
レワークソリューションの普及で，テレワー

ク導入の環境整備が進行しています。

テレワークとは，tele（離れたところで）
＋work（働く）を合わせた造語。ICT（情報
通信技術）を活用して，時間や場所の制約な

く，柔軟に働く，在宅勤務，モバイルワーク，

サテライトオフィス勤務等で，社会的課題の

解決や社会変革を促進します。

専用型（自社・自社グループ）や共有型

（複数企業でシェアして利用）等があります。

テレワーク環境に必要な道具は，インター

ネット環境，パソコン一式，Webカメラ，
マイク，ヘッドフォンなどです。

� IT 業界のテレワーク親和性

IT・インターネット業界で，リモートワー
クが基本の企業は７０％に達し，テレワーク

に最も親和性が高い業界です。毎日出勤して

いる３０％の企業は，職住接近でテレワーク

の必要性のない企業が含まれていると推察さ

れます

� テレワーク導入効果

テレワークは，単に個人の在宅勤務を可能

にするだけでなく，ICT技術を活用するこ
とで，場所の制約・時間の制約から個人を解

●図表－４ データセンターの仕組み

●図表－５ サテライトオフィス
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●図表－９ テレワーク利用率

出典：NRI「With コロナ期における生活実態国際比較
調査」２０２０年７月

放し，潜在的 IT人材を発掘します。社会的
課題の解決，企業経営の課題解決に加えて，

個人に生甲斐の場，働き甲斐の場を提供し，

SDGsの６つの目標達成に寄与します。
� テレワーク実施率

NRI（野村総合研究所）の世界８か国にお
けるテレワーク利用率調査によると，日本は

テレワーク後進国です。コロナ禍により，慌

てて導入した様子が数字からもうかがえます。

しかし，テレワーク勤務者の「テレワーク

を続けたい」，「テレワークを増やしたい」は

６６％に達しています。

その理由は，「通勤時間の削減」や「自由

に使える時間の増加」等通勤地獄からの解放

●図表－８ テレワーク導入効果

●図表－１０ テレワーク継続（従業員）

出典：テレワーク普及率調査（㈱ネクストレベル ２０２１
年６月対象 現在テレワーク中

出典：NTTデータ経営研究所「パンデミックと働き方」

●図表－１１ テレワークの効果（企業）

出典；東京商工会議所「テレワーク実施状況に関する
緊急アンケート」
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で，働き方改革に直結しています。経営者側

の視点も，「働き方改革が進み，残業時間が

短縮された」や，「業務プロセスが見直され，

生産性が向上した」等の評価があります。オ

フィススペースのスリム化で，コスト削減を

可能にします。

コロナ禍に押され，準備不充分な中での導

入で，在宅勤務のデメリットの指摘もありま

す。今後の習熟度の向上や，２０３０年に向け

ての５Gの普及による通信環境の劇的変化
で，テレワークは更に浸透が進むと予想され

ます。

２０３０年のSDGs達成に新技術を

IT企業は，最先端の IT技術を顧客に提供
して，顧客の課題を解決する事が存在価値に

なります。顧客の SDGsの目標達成を支援
することも同様です。２０３０年の SDGs達成
の目標を設定し，バックキャスティングで最

先端の IT技術で支援する目標実現のロード
マップを描きます。

� ５G（第５世代移動通信システム）

５Gの性能は，４Gに比べて，通信速度
２０倍，遅延は１０分の１，同時接続台数は１０倍と

言われています。５Gを活用すると，次の
SDGs目標の達成が期待されます。
� その他SDGs 達成に寄与する IT 技術

紙数の関係で詳述する余裕はありませんが，

今後に期待される最先端の ICT技術が，
SDGs目標達成に寄与する事例を紹介します。

●図表－１２ ５GでSDGsの目標達成

●図表－１３ SDGs支援事例
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・AI（人工知能）；人工知能ロボット，自

動翻訳などで，人手不足解消に貢献。

・IOT（Internet of Things）：環境情報・

機器の作動情報を収集する自動走行車・自

動ロボットによる省人化など。

・VR（仮想現実）：高齢者や発達障碍者に

VR技術による職業体験や観光体験を提供
し，SDGs目標達成に貢献など。

SDGs目標別の課題の解決内容

パートナーシップを発揮して，他社の

SDGsの目標達成を支援する事例の紹介です。
IT技術は，他業界の技術革新を促進する基
盤技術（図表－２参照）で，SDGsの１７目標
達成においても同様です。

SDGs支援役割の重要性

SDGsの目標達成年は２０３０年の長期計画
であり，その達成は現状の延長線では達成で

きません。イノベーションが必須条件です。

これからのイノベーションは，ハードの技術

革新も重要ですが，ソフトのイノベーション

の役割がより大きく，IT業界への期待が高
まっています。

「IT技術で SDGs経営」を，貴社のミッ
ションに掲げることは，IT企業としての持
続可能な社会実現に貢献する経営理念として

適切です。

� IT 技術はSDGs目標達成の基盤技術

� テレワークは，働き方改革の起爆剤

� IT 業界はテレワークに親和性が最も高

い

� ５Gの普及で IT業界の役割は更に高ま

る
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