
ＩＣＴが導く日本再生の道筋ＩＣＴが導く日本再生の道筋

2 0 1 2 年 3 月 2 日

総 務 省

資料９



ＩＣＴをめぐる現状

全産業の
名目国内生産額

(2009年)

879.7兆円

情報通信産業
87.7兆円
10.0%

■ 主な産業の名目国内生産額 （2009年）

電気機械
（除情報通信機器）

24.1兆円
2.7％

輸送機械
42.9兆円
4.9％

建設
（除情報通信施設建設）

55.3兆円
6.3％

卸売
49.3兆円
5.6％

小売
32.9兆円
3.7％

運輸
35.7兆円
4.1％鉄鋼

23.8兆円
2.7％

その他
528.0兆円
60.0％

■ 実質ＧＤＰ成長率に対する情報通信産業
の寄与
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【出典】平成23年版情報通信白書

（平成23年版情報通信白書より作成）

情報通信産業は、この１０年間
一貫して我が国経済の成長を牽引
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我が国のＩＣＴ部門は
国際指標では概ね低評価

1
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電子政府発展指数(国連)：日本
電子政府発展指数(国連)：米国
電子政府発展指数(国連)：韓国
ＩＣＴ競争力ランキング(WEF)：日本
ＩＣＴ競争力ランキング(WEF)：米国
ＩＣＴ競争力ランキング(WEF)：韓国

■ 国連・ＷＥＦランキングの日米韓比較

（
順

位

）

米国

韓国

日本

【出典】国連「Global E-Government Survey」
（2008年以前、電子政府発展指数は電子政府準備度指数）

世界経済フォーラム（WEF） 「Global Information Technology Report」
横軸は調査公表時の年。

我が国のICT投資/GDP比率は
主要先進国中最低の水準
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■ 主要先進国における
ICT投資／GDP比率の推移

【出典】深尾京司『「失われた20年」と日本経済：構造的原因と再生の原動力』
（日本経済新聞社より近刊）より作成（原データ：EU KLEMS データベース2009）

ITバブル崩壊

米・英・韓は近年
一貫して増加傾向
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ＩＣＴが導く日本再生の道筋

震災復興と新産業・新市場の創出

海外の成長力の積極的な取り込み

•我が国はなお世界有数の
大きな市場
（GDP511兆円、世界第３位）

• ＩＣＴ分野についてはなお
投資の余地あり
（ICT投資/GDP比率は主要先進国中

最低水準）

•被災地をはじめ社会的課題
の解決にはＩＣＴが力を発揮

•途上国を中心としてグロー
バル市場が拡大
（新興国のGDPシェアはこの
20年で2倍。）

•インターネットサービスは
国境を越えて展開

•我が国にはＩＣＴ先進国か
つ課題先進国としてのノウ
ハウあり

国

内

市

場

✔ ＩＣＴを活用した被災地の創造的復興支援

✔ ＩＣＴを活用した新たな街づくりの実現

海外市場を見据えた
モデルづくり

“ＪＡＰＡＮ”モデルの

グローバル展開

震災復興と新産業・新市場の創出

海外の成長力の積極的な取り込み

国

内

市

場

海

外

市

場

海

外

市

場 ✔ ＩＣＴの国際展開に向けた環境整備

- サイバー空間に関する国際ルールづくりへの対応

- 戦略的国際標準化の推進 等

✔ ＩＣＴの国際展開の推進

- ASEANスマートネットワークの国際展開（防災ＩＣＴ、電子政府、センサネットワーク）

- 地デジ日本方式の国際展開と、それを契機とする関連ビジネスへの深耕拡大
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✔ 災害時に国民の命を守るライフラインである情報通信の確保

✔ 2020年までを見通したＩＣＴ総合成長戦略の策定
- ＩＣＴ分野において今後の重点成長分野と見込まれる分野について総合成長戦略を検討

- 本年５月頃を目途に戦略の方向性を取りまとめ予定

（例） スマートテレビ、ビッグデータの活用、スマートフォンをはじめとする電波の利活用 等

- センサネットワーク、クラウドサービス等を組み合わせたＩＣＴパッケージを実社会へ適用

- ＩＣＴを実装導入した「街」を“ＪＡＰＡＮモデル”としてグローバルに展開

- 実現に向けた推進方策、グローバル展開方策等について検討。本年６月頃に結論を得る予定



災害に強いワイヤレスネットワーク、コミュニケーションを円滑にするブロードバンド、社会インフラの高度化等のため
のクラウドサービス、センサネットワーク等を組み合わせたＩＣＴパッケージの実社会への適用

災害に強いワイヤレスネットワーク、コミュニケーションを円滑にするブロードバンド、社会インフラの高度化等のため
のクラウドサービス、センサネットワーク等を組み合わせたＩＣＴパッケージの実社会への適用

被災地の創造的復興とＩＣＴを活用した新たな街づくりの実現

ＩＣＴを活用した
新たな街づくり

（例）

（例）

（例）

（例）

・地域が抱えるエネルギー制約などの諸課題の解決に寄与。
・ＩＣＴの利活用を促進することにより経済活性化・雇用創出等の新たな成長の実現に寄与。
・被災地でＩＣＴを実装導入した「街」を“ＪＡＰＡＮモデル”としてグローバルに展開。
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・さらに、昨年12月から「ＩＣＴを活用した街づくりとグローバル展開に関する懇談会」（座長：岡 住友商事会長）を
開催し、ＩＣＴを活用した新たな街づくりの在り方、その実現に向けた推進方策、グローバル展開方策について
検討。本年６月頃に結論を得る予定。

・被災地の実ニーズを踏まえ、ＩＣＴを活用した被災地の創造的復興支援、災害時に国民の命を守るライフライン
である情報通信の確保のための取り組みを推進。

参考１



2020年までを見通したＩＣＴ総合成長戦略の策定 ①
～ スマートテレビの国際標準化や公共分野等でのビッグデータ活用の推進による新産業創出 ～

● 国内におけるスマートテレビ（※）の利用世帯数は、2016年度には
770万世帯へ拡大する見込み。

● わが国では、ＩＰＴＶフォーラムにおいてスマートテレビに搭載するブラ
ウザの標準規格を検討。今後、上記標準規格のＷ３Ｃ等での国際標
準化に向けた提案活動を推進。

● デジタル化した放送サービスとも連携した多様なコンテンツサービス
の展開に向けた取組を推進。

国内の年間ソーシャルメディア利用者は
約3200万人、消費は推計１兆5200億円

300億のコンテンツが
毎月Facebook上で共有

この10年で、CPU処理速度やハードディス
ク容量は100倍と大幅に増大

【出典：McKinsey Global Institute「Big data: The next frontier for
innovation, competition, and productivity」（平成23年５⽉)、
(株)野村総合研究所「ソーシャルメディアが描く未来」（平成23年

11⽉2⽇)等各種公表資料】

スマートテレビ、ビッグデータ、スマートフォンをはじめとする電波の利活用等、ＩＣＴ分野において今後の重点
成長分野と見込まれる分野について、2020年頃までを視野に入れた総合戦略（ICT総合成長戦略）を検討。

ビッグデータ

● 家電を含む多様な情報通信端末の普及やクラウド技術の進展等に
より、国際的なデジタル情報の量は急速に増大。

● センサネットワーク等も活用した多種多量データの流通・分析等によ
る異変察知・近未来予測等を通じた効率的・柔軟な業務運営や課題解
決方策の発見により、これまで不可能であった社会問題の解決や新事
業創出が可能。

● ヘルスケアや公共分野等でのビッグデータを活用したビジネス活性化
モデルを確立し、国際展開にもつなげていく。

【出典：(株)野村総合研究所「スマートテレビの利⽤意向に
関する調査」（平成23年７⽉20⽇）】

現
状

今
後
の
取
組

現
状

今
後
の
取
組

1/10開催のCESにおいて、各社が
スマートテレビを発表

スマートテレビ

本年５月頃を目途に戦略の方向性を取りまとめる予定。ICTにより我が国の様々な社会的・経済的
課題を解決し、国際競争力をもち、成長することができる国を実現。

※インターネットに接続可能でスマートフォンのようにアプリケーションを利用できるテレビ端末

ネット上の映像コンテンツの視聴に利用する
端末は2016年には30%がスマートテレビに
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現在 2013年 2015年 2018年 2020年

4.4兆円 5.9兆円 6.3兆円 6.8兆円 7.2兆円

11.6兆円
14.3兆円 15.2兆円 16.0兆円 16.2兆円

6.4兆円

18.7兆円

24.8兆円

31.7兆円
35.0兆円

2.8兆円

5.7兆円

9.1兆円

16.4兆円

22.1兆円

25.3兆円

44.6兆円

55.5兆円

70.9兆円

80.4兆円

2020年までを見通したＩＣＴ総合成長戦略の策定 ②
～ 電波関連市場における新産業創出 ～

課題解決型の
アプリケーションや

サービスが今後大きく
成長する見込み

新産業・関連分野波及新産業・関連分野波及

アプリケーション
サービス

アプリケーション
サービス

基本サービス
通話・データ通信料 等

ワイヤレスインフラ

2010年

・電波関連市場について2020年には新たに50兆円規模が創出されると予想。
・今後、スマートフォンの高度化や周辺技術の進化により、様々なシステムとの連携・融合が進展。

周辺技術の研究開発や国際標準化等を通じ、ユーザーの利便性の一層の向上に寄与する
とともに、急拡大するスマートフォンをはじめとする電波関連市場における新産業の創出を推進。

【出典：電波新産業創出戦略 〜電波政策懇談会報告書〜】
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日本が強みをもつＩＣＴシステムの国際展開の推進

日本方式（ISDB‐T）

米国方式（ATSC）

欧州方式（DVB‐T/T2）

中国方式（DTMB）

①ASEANスマート
ネットワーク等

②地デジ日本方式の
採用働きかけ

③地デジを契機とした関連ビジネスの深耕
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南部アフリカ及び中米4か国（グアテマラ、ホン
ジュラス、エルサルバドル、ニカラグア）に対して
地デジ日本方式の採用働きかけ活動を実施中。

地デジ日本方式を採用した国において、その国の放送関連機器市場への日本企業の進出拡大や、地デジ以外
のＩＣＴ分野（高度道路情報システム（ITS）等）における国際展開を促進。

（参考） 今後１０年間の南米諸国の地デジ関連市場規模（推計）は受信機：約5.5兆円、放送システム：約１兆円（2010年調査）

海外の成長力の取り込みを図るため、日本が強みをもつＩＣＴシステムの国際展開を積極的に推進。

主要な地上デジタル放送方式

・日・ASEAN首脳共同宣言（平成23年11月18日）
において、ASEANスマートネットワーク構想（※）

等のICT分野における協力強化を確認。

※ＡＳＥＡＮ各国間／各国内で高速・多機能なＩＣＴインフラの
早期整備を図るとともに、防災分野等で先進的なＩＣＴ利活
用モデルの導入を目指す構想

・ASEANの現状を把握し、各国政策策定の初期
段階から官民一体となって具体的な提案を行っ
ていく予定。

参考４



サイバー空間に関する国際的な議論の動向

主な会議 各国の主な参加者 （各省は東京からの参加者のみ） 主な議題・テーマ

Ｇ８ドービルサミット

＜2011年5月/仏ﾄﾞｰﾋﾞﾙ＞

Ｇ８各国首脳

日本：菅総理（当時）

(首脳宣言の第２項目「インターネット」）

・自由、民主主義、人権（表現の自由）

・イノベーション、経済成長、雇用

・ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ保護、知的財産権、ｾｷｭﾘﾃｨ

New World 2.0

(ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ大臣級ｾﾐﾅｰ)

＜2011年10月/仏パリ＞

（仏政府主催）

仏：ベッソン産業･ｴﾈﾙｷﾞｰ･ﾃﾞｼﾞﾀﾙ経済担当相

英：ベイジー文化・通信・創造産業担当相

その他：米電気通信庁長官､豪通信･ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴｺﾉﾐｰ

相、露通信ﾒﾃﾞｨｱ相、ﾌﾞﾗｼﾞﾙ通信相、ｹﾆｱ通信相

日本：山川総務審議官（総務省）

・インターネットと民主主義

・イノベーション

・プライバシー保護

・デジタルディバイド解消

・ネットワークセキュリティの確保

ロンドン国際サイバー会議

＜2011年11月/英ﾛﾝﾄﾞﾝ＞

（英政府主催）

英：ｷｬﾒﾛﾝ首相、ﾍｰｸﾞ外相、米：ﾊﾞｲﾃﾞﾝ副大統領

その他：蘭外相､ｽｳｪｰﾃﾞﾝ外相､インド通信相､露通

信ﾒﾃﾞｨｱ相、欧州委副委員長

日本：山根外務副大臣､内閣官房(安危、NISC)､警

察庁、総務省、経産省、防衛省

・経済成長と開発

・社会的便益

・国際安全保障

・サイバー犯罪への取り組み

・安全で信頼のおけるアクセスの確保

ｱｳﾞｨﾆﾖﾝ文化ｻﾐｯﾄ2011

<2011年11月/仏ｱｳﾞｨﾆﾖﾝ>

（仏政府主催）

仏：サルコジ大統領、ミッテラン文化・通信相

その他：ｽｳｪｰﾃﾞﾝ司法相、欧州委副委員長

日本：近藤文化庁長官、総務省

・インターネット上の知的財産権の保護

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄの自由閣僚会合

＜2011年12月/蘭ﾊｰｸﾞ＞

（ｵﾗﾝﾀﾞ政府主催）

蘭：ローゼンタール外相、米：クリントン国務長官

その他：ｽｳｪｰﾃﾞﾝ外相、ｴｽﾄﾆｱ外相、欧州委副委

員長、ケニア情報通信相、ガーナ通信相

日本：肥塚駐蘭大使、総務省

・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ上の人権保護と政府の役割

・人権抑圧国家等で活動するブロガーの

支援

・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄの自由のための企業責任 7

・各国は、首脳・閣僚が自らサイバー空間に関する国際会議に積極的に参加して、戦略的に情報発信。
・「イノベーション」「経済成長」「社会的便益」などが主な議題・テーマに上がるなど、サイバー空間は、今後の

成長に関わる重点分野として国際的に議論がなされている。

参考５


