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ＩＣＴ産業の国際競争力強化と生産性向上

ＩＣＴ産業ＩＣＴ産業
（経済成長の４割を牽引）（経済成長の４割を牽引）

ＩＣＴ利用産業ＩＣＴ利用産業
（製造業、サービス産業等）（製造業、サービス産業等）

生産性向上生産性向上

ＩＣＴ産業の国際競争力強化は、我が国の競争力・成長力強化のトリガーＩＣＴ産業の国際競争力強化は、我が国の競争力・成長力強化のトリガー

潜在成長力の発揮潜在成長力の発揮

競争力の強化による成長競争力の強化による成長

経済成長経済成長
をリードをリード

高度な情報通信基盤高度な情報通信基盤

ＩＣＴへのＩＣＴへの
需要の増大需要の増大

より高度より高度
なＩＣＴなＩＣＴ
の供給の供給

連携連携

【【アジアの強力な成長ポテンシャルアジアの強力な成長ポテンシャル】】
人口は６割、成長率は人口は６割、成長率は1.61.6倍倍（（ASEANASEAN平均）平均）～～33倍倍（中国）（中国）

アジアの成長との連携アジアの成長との連携

総人口総人口39.539.5億億(06(06年年))
•• 中国中国 13.213.2億億
•• インドインド 11.211.2億億
•• インドネシアインドネシア 2.32.3億億
•• ベトナムベトナム 8585百万百万

国連人口基金「世界人口白書2006」

成長率（成長率（0505年）年）
•• 中国中国 10.2%10.2%
•• インドインド 8.4%8.4%
•• ASEANASEAN 5.3%5.3%
•• 世界平均世界平均 3.3%3.3%

内閣府「世界経済の潮流2006秋」

国際競争力強化国際競争力強化
アジアアジア

北米欧州

307Gbps
（1/2）

669Gbps

24Gbps
（1/28）

Primetrica, “Global Internet Geography 2006”より作成

不均衡不均衡

アジアの情報通信基盤の強化によるアジアの情報通信基盤の強化による情報流通情報流通不均衡の是正不均衡の是正

日本の主要メーカーの売上高を全て合計しても、海外主要日本の主要メーカーの売上高を全て合計しても、海外主要

メーカー１社の売上高に及ばない。メーカー１社の売上高に及ばない。
※※ 例えば、有識者の例えば、有識者の62.3%62.3%が日本の次世代携帯電話技術の優位性を指摘しているが日本の次世代携帯電話技術の優位性を指摘している

が、日本の携帯端末の世界シェアはが、日本の携帯端末の世界シェアは15.4%15.4%

［携帯電話］
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〔〔現状現状〕〕日本のＩＣＴ産業の低迷日本のＩＣＴ産業の低迷
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ＩＣＴ産業の国際競争力強化への取組

〔〔対応策対応策〕〕基本戦略の策定（危機意識の共有化）と、産学官を挙げての推進基本戦略の策定（危機意識の共有化）と、産学官を挙げての推進

①① 今後２年間を「ＩＣＴ国際競争力強化年間」今後２年間を「ＩＣＴ国際競争力強化年間」と位置づけ、と位置づけ、20112011年までにＩＣＴ産業の国際競争力強化を実現年までにＩＣＴ産業の国際競争力強化を実現

②② 基本戦略としての基本戦略としての「ＩＣＴ国際競争力強化プログラム」「ＩＣＴ国際競争力強化プログラム」の策定、実施の策定、実施

ＩＣＴ国際競争力強化トリガー施策ＩＣＴ国際競争力強化トリガー施策

ＩＣＴ国際競争力会議ＩＣＴ国際競争力会議

通信・放送改革通信・放送改革 ﾅｼｮﾅﾙﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾅｼｮﾅﾙﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 「技術外交」政策「技術外交」政策

国内志向打破の取組国内志向打破の取組
ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ開発ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ開発

ﾕﾋﾞｷﾀｽ特区ﾕﾋﾞｷﾀｽ特区

国際競争力戦略へ国際競争力戦略へのの
コミットコミット

産学官連携での実行産学官連携での実行 国・地域毎国・地域毎のの取組取組

［ｽﾃｯﾌﾟ1］ ［ｽﾃｯﾌﾟ2］ ［ｽﾃｯﾌﾟ3］ ［ｽﾃｯﾌﾟ4］

フィードバックフィードバック

企業活動企業活動

産学官の連携強化を図り、ＩＣＴ国際競争力強化戦略を推進する中核的組織

「通信・放送分野の改革
に関する工程プログラ
ム」等の実施

我が国の強みを活かした
プロジェクトの推進

国際的な研究開発、標準
化、知財、経済協力等を
一貫性・一体性をもって
総合的・組織的に展開

インセンティブ措置の検
討、キャリアとベンダの
新たな連携

要素技術の強みを活かし
たプラットフォーム構築

ＩＣＴ実証実験の場、
「日本モデル」の確立

ＩＣＴＩＣＴ研究開発研究開発強化プログラム強化プログラム

ＩＣＴ標準化強化プログラムＩＣＴ標準化強化プログラム

ＩＣＴ知的財産強化プログラムＩＣＴ知的財産強化プログラム

ＩＣＴ人材育成強化プログラムＩＣＴ人材育成強化プログラム

ソフトパワー強化プログラムソフトパワー強化プログラム

ＩＣＴブランド向上強化プログラムＩＣＴブランド向上強化プログラム

国際展開支援プログラム国際展開支援プログラム

７つの戦略プログラム７つの戦略プログラム
研究開発、標準化、知財を一
体で推進する戦略テーマの設
定、情報通信研究開発予算の
拡充等

官民連携強化、民間標準化機
関の活性化、標準化人材育成、
国際連携等

知財情報のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化、ﾊﾟﾃﾝﾄ
ﾌﾟｰﾙ化の検討、専門家の組織
化等

先進的な実務ICT拠点（大学
院）整備、ICT総合的人材の育
成等

映像国際放送、放送コンテン
ツの海外展開、環境整備等

官民協力によるイメージアッ
プ、戦略的な情報発信等

企業ｺﾝｿｰｼｱﾑ結成、米国型ミッ
ション、総合的窓口の設置等

集
中
的
実
施

集
中
的
実
施

〔〔具体的施策具体的施策〕〕国際競争力強化プログラムの推進国際競争力強化プログラムの推進

税制・財政金融等支援税制・財政金融等支援 「ICT国際競争力強化支援制
度」の充実、ODAの積極的活用

【通信関連】

・通信分野の公正競争ルールの整備等

【【通信関連通信関連】】

・通信分野の公正競争ルールの整備等・通信分野の公正競争ルールの整備等

通信・放送分野の改革の推進通信・放送分野の改革の推進

【融合関連】

・通信と放送に関する総合的な法体系の検討

【【融合関連融合関連】】

・通信と放送に関する総合的な法体系の検討・通信と放送に関する総合的な法体系の検討

【放送関連】【【放送関連放送関連】】

・NHK改革の推進

・放送法の改正（放送持株会社等）
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14.7%

78.7%

 65.0%

17.9%

 20.2%

3.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

製造業

サービス産業

全社的に構築 一部の部門で構築 構築していない又は不明

ＩＣＴを活用した生産性向上に向けて

・ 企業ごと、部門ごとに自前で独自のICT投資
・ 中小企業は、十分にICT投資ができていない

【従来～現状】 【今後】

共通ソフトウェア共通ソフトウェア

共通プラットフォーム共通プラットフォーム

電子タグ電子タグ

B社A社

〈大企業〉

ASP、SaaS、Web2.0等

世界最先端の
ブロードバンド、
ユビキタスネットワーク
が進展

〈中小企業〉
〈ｻｰﾋﾞｽ産業〉

a社 b社

独
自
シ
ス
テ
ム

独
自
シ
ス
テ
ム

〈大企業〉

A社 B社 a社 b社

〔ICTを活用した生産性向上の例〕

中小の建築会社が、ネットワークを
介して顧客管理サービスを利用

営業利益が３０％上昇

〈中小企業〉
〈ｻｰﾋﾞｽ産業〉

Ｉ
Ｃ
Ｔ
投
資

ブロードバンド、ユビキタスネットワークブロードバンド、ユビキタスネットワーク

企業のﾕﾋﾞｷﾀｽ化・組織改革と生産性

○サービス産業は、ＩＣＴイノベーションによる生産性向上のポテンシャルは高いが、ＩＣＴを十分活用していないため、生産性が低い。
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資本財寄与度

労働生産性成長率

（％）
産業別労働生産性成長率とその要因

［部分最適］ ・ネットワーク化により、「全体最適」を実現 生産性が大幅に向上

（「ＩＣＴ生産性加速プログラム」）

140

100

80 90 100 110 120 130 140 150

ユビキタス化進展せず
企業組織改革なし

の企業群

ユビキタス化の進展と
企業組織改革あり

の企業群
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＜サービス産業＞

全要素生産性（ＴＦＰ）成長率（ﾕﾋﾞｷﾀｽ化進展せず＆企業改革なしを１００とした場合）

＜製造業＞

＜参考＞企業のICTによるイノベーション効果は、全要素生産性(TFP）の向上という形で顕在化

○ブロードバンド、ユビキタスネットワークの進展により、環境は抜本的に変化。 （サービス産業の生産性向上にも寄与）
○これまでＩＣＴ投資が困難であった中小企業等も、共通の基盤やソフトをネットワーク経由で活用することにより、生産性の向上が可能。

・ ネットワークの活用を前提とした標準化、共通プラットフォームの構築を推進。

・民主体での実施、官は政策的インセンティブの付与

企業内通信網の導入状況
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