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序 

 

 戦後の我が国の経済成長に果たした機械工業の役割は大きく、また機械工業の発展を

支えたのは技術開発であったと云っても過言ではありません。また、その後の公害問題、

石油危機などの深刻な課題の克服に対しても、機械工業における技術開発の果たした役

割は多大なものでありました。しかし、近年の東アジアの諸国を始めとする新興工業国

の発展はめざましく、一方、我が国の機械産業は、国内需要の停滞や生産の海外移転の

進展に伴い、勢いを失ってきつつあり、将来に対する懸念が台頭しております。 

  これらの国内外の動向に起因する諸課題に加え、環境問題、少子高齢化社会対策等、

今後解決を迫られる課題が山積しているのが現状であります。これらの課題の解決に向

けて従来にもましてますます技術開発に対する期待は高まっており、機械業界あげて取

り組む必要に迫られております。我が国機械工業における技術開発は、戦後、既存技術

の改良改善に注力することから始まり、やがて独自の技術・製品開発へと進化し、近年

では、科学分野にも多大な実績をあげるまでになってきております。 

 これからのグローバルな技術開発競争の中で、我が国が勝ち残ってゆくにはこの力を

さらに発展させて、新しいコンセプトの提唱やブレークスルーにつながる独創的な成果

を挙げ、世界をリードする技術大国を目指してゆく必要が高まっておリます。幸い機械

工業の各企業における研究開発、技術開発にかける意気込みにかげりはなく、方向を見

極め、ねらいを定めた開発により、今後大きな成果につながるものと確信いたしており

ます。 

 こうした背景に鑑み、当会では機械工業に係わる技術開発動向等の補助事業のテーマ

の一つとして財団法人国際情報化協力センターに「アジアにおける情報技術産業の状況

及びＩＴ人材の育成状況調査」を調査委託いたしました。本報告書は、この研究成果で

あり、関係各位のご参考に寄与すれば幸甚であります。 

 

平成１７年３月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会 長  金 井  務  



はじめに 

 

2004年度のIT産業は、比較的安定な成長を示しました。ITバブル後の再生プロセスを通

じ、IT 製品、サービスが適正な価格で市場に提供されるようになったことが健全な IT 産業

の発展につながっていると思われます。 

このように IT バブルの時代後の急速な落ち込みから回復し、IT 産業は新たな発展段階に

入ってきた中で、アジア各国の政府・産業関係者はITの育成に強い関心をもち、各国それぞ

れがITの国家戦略を打ち立てて、IT振興につとめています。各国のIT計画は、ITインフラ

整備、IT人材開発、通信コストの低減、電子政府、電子商取引の普及というポジティブ面と、

これによりもたらされるであろう、デジタルデバイドの解消、通信における自由化とユニバ

ーサルアクセスの実現の両立といった面が記述されています。アジア諸国の中でも、シンガ

ポールは適切な政策意志決定、実施、レビュー、フィードバックを行うことにより、世界の

IT先進国の位置を確保しましたが、すべての国がシンガポールのようにうまくいくとは限ら

ないのが実情であり、各国においてその達成度合いに差異があります。 

これら各国の政策課題を実現する上で最も基本となるものは、ITに関する人材の育成であ

り、各国は、デジタルデバイド解消の観点、ソフトウェア産業振興の観点等から、IT人材の

育成に力を入れています。我が国に対する協力要請においても、人材育成が常に高いプライ

オリティが与えられており、我が国の e-Japan 戦略Ⅱにおいて、アジア IT イニシアティブ

を提唱していますが、ここでも、人材育成に関する協力は大きな柱になっています。 

このような実情に鑑み、財団法人国際情報化協力センター(略称 CICC)では、社団法人

日本機械工業連合会より｢アジアにおける情報技術産業の状況及びＩＴ人材の育成状況

調査｣事業を受託して、アジアにおける情報技術産業の動向、育成施策の状況及び IT 人

材の育成状況を調査・分析し、得られた情報を当該国の情報技術関連産業の育成施策に

反映させることにより、産業経済基盤の形成を図ることを目的とした調査を実施致しま

した｡ 
本報告書は、各国の基本的情報、ITに関する基本指標を提供するとともに、こうしたアジ

ア各国のIT振興への取り組みについて、取りまとめたものです。この報告が、各国の発展、

我が国の今後のIT協力の一助になることを期待しています。 

 
平成１７年３月 
 

財団法人 国際情報化協力センター 
理 事 長  佐 々 木  元   
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１．アジアの IT 概観 

 

IT が 21 世紀の重要な産業、インフラであるという認識の下、アジア各国は、IT インフラ投資、

IT 産業育成等を進めようとしている。その 先端はシンガポールである。シンガポールは自国の

ブランドにこだわることなく、積極的に海外からの投資を促進し IT 産業を基幹産業に育て上げ

た。さらに、小さな都市国家である特徴を生かして、IT が効果的に活用できる社会システムを作

り上げ、現在では世界トップレベルの IT 社会を実現している。 
これらに引き続いてあえて順位を付ければ、２位がマレーシア、タイ、少し遅れてフィリピン、

インドネシアというのが３位グループを形成していると言えよう。その後に、カンボジア

（Cambodia）、ラオス（Lao）、ミャンマー（Myanmar）、ベトナム（Vietnam）という CLMV
諸国が位置するが、その中ではベトナムが急速に伸びてきている。なお、ブルネイは、石油資源

を背景に豊富な資金を有しており、こうした国々との比較は難しい。 
近年の東南アジアにおける IT 関連の傾向を上げるとすれば、①BPO(Business Process 

Outsourcing)産業への強い関心、②オープンソースソフトウェアへの取り組みが始まりつつある、

③首都以外の地方における IT 振興、④IT 人材の育成の進展、の４つとなろう。 
 

 

２．アウトソーシングへの関心の高まり 

 
 2004 年の米国大統領選挙では、ソフトウェア開発や BPO ビジネスによる低賃金国への所得移

転、オフショアリングにより米国の雇用の喪失などが、論点の一つとなった。インドへのアウト

ソーシングに対する反発に対し、インドのソフトウェア業界団体は、オフショアリングはむしろ

米国に経済的な利益をもたらしていると説明し、様々ロビー活動を行った。結果として、オフシ

ョアリングに批判的な立場をとっていたケリー氏が敗北し、オフショアリングに対する反発は以

前より弱まっている。インドのソフトウェア企業の成長は止まらない。タタコンサルタンシーサ

ービス社の利益は 2004 年第 4 四半期で 52％増加した、第 2 位のインフォシス社も同時期に利益

を 52％増加させている。しかしいくつかの問題が健在化している。賃金上昇と高い離職率、そし

てインフラの不足である。バンガロールで所得が増えた市民が車を購入したが、市の道路整備が

車の増加に追いつかず、交通渋滞が頻繁に発生している。バンガロールを拠点とするウィプロ、

インフォシス社などはカルナタカ州政府に対して、インフラ問題が改善されなければ、チェンナ

イなどの別の都市に拠点を移すと抗議した。 
オフショアリングの動きは、インドにとどまるものではなく、フィリピン、ベトナムなどの国々

が先進国からのソフトウェア開発の仕事を獲得しようと、ソフトウェアパークの建設、税制面で

の優遇処置等により、IT 産業の振興を図っている。例えば、フィリピン貿易産業省はニッチ分野

に特化することでアジアにおける e-ハブとして国際的競争力をつけるべく、(1)アニメーション産

業、(2)コールセンターなどの顧客対応産業、(3) 医学記録転写産業、(4)BPO、(5)ソフトウェア

開発といった e-service5 分野に注力している。英語が堪能であるとの利点を生かして受注のほと

んどが米国からのものとなっている。 
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３．オープンソースソフトウェア（OSS）の振興 

 
 LINUX などオープンソースソフトウェア（OSS）を振興する動きも、広がり始めている。ま

ず、ベトナムで、2004 年 3 月に OSS 振興・普及のためのマスタープランが発表された。 
次に、マレーシアで、MAMPU（マレーシア行政近代化管理院）より、公的機関における OSS

マスタープランが 2004 年 7 月に発表された。MAMPU は、マレーシアの行政近代化を推進する

首相府に属する機関で、JITIK と呼ばれるマレーシアにおける IT の 高機関より公的機関での

OSS 普及を行う機関としての業務を与えられており、具体的な実行機関としてオープン・ソー

ス・コンピテンシー・センターを有している。マスタープランは短期計画（2 年以内）、中期計画

(2 年～5 年)、長期計画（5 年以上）から成り立ち、実態として 2003 年 11 月から始まっている。

政策立案、OSS 実施の標準作成、啓蒙、知識経験の共有[Knowledge Bank],R&D、訓練技術サポ

ート、プロジェクトインプリメンテーションなどを行っている。 
タイでは、国家 OS（National Operating System）の構築に向けた予算を確保することとオー

プンソースソフトウェア・リソース・センターを情報通信技術（ICT）省ソフトウェア産業振興

庁（SIPA）の傘下に設立すること、また教育セクターでオープンソースソフトウェアを推進して

いくことについて教育省と一般合意に達した。一方、国家電子・コンピュータ技術センター

（NECTEC）でもオープンソース・ロードマップの草案仕上げに取り掛かっており、まもなく内

閣に提出される見込みでとなっている。 
東南アジアのほとんどの国では OSS の利点のうち、低価格に重きが置かれることが多く、デ

ジタルデバイドを解消するものとして、専らの関心はデスクトップ PC にある。タイでの政府主

導による低価格 PC の動きにならい、マレーシアでも Gemilang と呼ばれる 1,000 リンギット以

下の PC が発表されている。Gemilang プロジェクトでは、ウィンドウズ版も発売しているが、

低価格のものは LINXU とオープンオフィスを搭載したものである。これらの動きに触発され

マイクロソフトも、タイ、マレーシア、インドネシア、インドといった国で機能を限定した簡易

版で低価格のウィンドウズ XP を発売し始めている。 
 
 

４．インフラ整備の進展 

 
インフラ整備においては、2004 年末から 2005 年初めに掛けてシンガポールとインドにおいて

大きな動きがあった。シンガポールでは第 3 世代携帯電話の免許を取得している、シングテル・

モバイル社、スターハブ社により、3G サービスが開始された。インドではインターネットのブ

ロードバンド接続を普及される新ブロードバンド政策が発表され、BSNL 社と MTNL 社の両社

は全国的にブロードバンドを 2005 年 1 月 15 日より開始し始めた。BSNL は 2005 年 3 月末まで

に全国の 198 都市でサービスを提供する。MNTL 社はデリーとムンバイでサービスを提供する。

ブロードバンド政策（2004）は 2005 年末に 300 万、2007 年末に 900 万、2010 年までに 2,000
万人のブロードバンド利用者を見込んでおり、BSNL と MTNL は ADSL 技術を用いて 2005 年
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末までに 150 万の接続を提供することを決定している。残りの 150 万回線分は他の民間の通信オ

ペレーターによりサービスが提供されることが期待されている。 
  東南アジアでは、シンガポールが IT 先進国として知られているがこれは極めて例外的な存在

である。これにはシンガポールが都市国家であり地方が存在しないということが大きいと考える。

物理的に小さいため、多大なインフラ構築の費用がかからないことに加えて、国の政府と地方政

府の間で生じる諸問題もなく、政府内での調整コストが微小で各種政策をすぐに実行に移すこと

が可能であるからである。マレーシアのクアラルンプールやタイのバンコクなど、その発展の度

合いはシンガポールと遜色ないレベルにまで達しているが、全国的な広がりを見せていない。 
タイ政府は北部のチェンマイ、東北部のコーンカン、南部のプーケット島を IT 産業の立地と

して振興を行おうとしている。しかしプーケット島に地方拠点を持つソフトウェア産業振興庁

（SIPA）では、人的資源と予算を島のインフラの回復に優先的に配置しなければならないとし、

いくつかの IT 関連プロジェクトの完了が遅れる見込みとなっている。しかしながら、プーケッ

ト島を国外のソフトウェアハウスの進出拠点として振興していく計画の政府は、津波の影響が長

引くことを懸念しており、“e-Phuket”と呼ばれるワン・ストップの電子政府サービスプロジェク

トを継続していく姿勢も見せている。2004 年 10 月には、バンコク中心のショッピングセンター

内に、IT センターが設置された。 
2020 年までにマレーシアを先進国入りさせる計画の一環としてマハティール前首相が考案し

たマルチメディアスーパーコリドール（MSC）は、クアラルンプールの南に 1996 年に誕生して

以来、1000 余りの企業、2 万件ちかくの職、そして 65 億リンギット（約 1,854 億円）に値する

ソフトウェア主導産業を誘致してきた。MSC の中心都市のサイバージャヤはマルチメディア製

品及びサービスの拠点となっている。第 1 次 MSC 計画の主な狙いは、海外の IT 企業を誘致し、

ソフトウェア関連の新案件を発掘することであったが、アブドゥラ首相は急進な発展を遂げてい

る IT 関連産業をさらに発展させ全国民がその恩恵を受けられるようにと、MSC の第 2 次計画と

して、2004 年から 2010 年の間に、MSC の中心地であるサイバージャヤと連結したハイテクセ

ンタをマレーシア全土に設立させようとしている。この狙いは地方経済の成長のみならず全国的

な産業の活性化をさせ、同時に経済及び情報の地域間格差の縮小させることである。手始めに「小

型 MSC」をバヤンレパス、ペナン、ケダ州のクリムハイテクパーク内などに建設し、その他の

サイバー都市やサイバーセンタについてはインフラ基盤が整い次第発表する計画である。 
フィリピンでは、アロヨ大統領が、2004 年の大統領選挙において、フィリピン中部のビサヤ地

方の中心地であるセブにおいて大勝し、再選される要因となったことから、セブを中心とするソ

フトウェア開発・コールセンターなどの立地に、積極的に取り組んでいると見られている。 
 

 

５．IT 人材育成の進展 

 
近年、多くのアジアにおける IT 人材育成は新たな動きを見せている。すなわち、アジア域外

からの国際協力案件を含めた IT 人材育成プロジェクトの増大である。 
国際協力として注目されるのは、韓国の積極的な動きである。韓国は、同国内の IT サービス

企業を対象にした総額 2,000 万ドル(約 21 億 2,000 万円)の海外情報化プロジェクトに着手し始め
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た。対象国はベトナムと中東諸国であり、各々に 1,000 万ドル(約 10 億 6,000 万円)が充当される。

中東プロジェクトはもともと 2004 年の作業計画の中にはなかったものであるが、韓国軍のイラ

ク派遣に関連し、中東地域の主要国に対し友好的な雰囲気作りのために追加された。KOICA 関

係者によると「中東の主要 5 ヵ国に 2 年間で 6 回の情報化事業を実施する。具体的には、現地 IT
システムの 新化、ソフトウェア開発センター建設、IT 大学の設立などである。中東プロジェク

トに先立ち、KOICA は今月中にベトナム IT プロジェクトの作業者を選定する。同プロジェクト

では今後 4 年間で中部のダナン市において情報通信大学関連の大学を設立する。KOICA は海外

情報化分野のプロジェクトだけで 2004 年は総 1,700 万ドル(約 18 億 200 万円)を追加し、事業数

も当初 10 から 17 へ増加した。ミャンマーに対しては現行の情報化政策である“ICT マスタープ

ラン 2001-2010”の改訂と実行計画の策定に、2004 年 8 月から 13 ヵ月間の予定で協力している。 
ラオス国立大学 IT センターは韓国の政府開発途上国支援団体 KOICA、スウェーデンの政府開

発途上国支援団体 SIDA からの資金援助を受け、韓国の韓東(Hang Dong )大学、スウェーデンの

IT University と技術支援契約を締結している。ベトナムとシンガポールの間では、情報通信技

術に関する法制度や戦略策定の経験、電子政府のノウハウなどを共有することが合意されている。 
 インドネシアはハンガリー政府と協力をしており、e-learning、e-health、e-education 
application、SchoolNet プログラムに関する協力を実施する。第１フェーズにおいては、学生と

その親や教職員で構成されるインターネットコミュニティを形成することを目的としているバタ

ム島の SchoolNet の開発支援が計画されている。 
 タイは、2004 年 8 月、中国の情報通信担当相と情報通信技術（ICT）産業の育成に向け研究開

発や投資などで協力を促進していく協定に調印している。一方、バンコクで開催されていた第 4
回 ASEAN 電気通信及び IT 担当大臣(telmin)会合では、域内の ICT 関連プロジェクトの強化に

向けて、加盟 10 カ国がそれぞれ 50 万ドルずつ拠出すると 500 万ドルの基金を設立することで合

意している。 
これらの様々な国際動向の中で、日本は、情報処理技術者試験センター（JITEC）とベトナム

の情報処理技術者試験支援センター(VITEC)との間で締結した基本情報技術者試験(以下、FE)に
相当する資格試験の相互認証制度を継続するとともに、2005 年 1 月、新たにソフトウェア開発

技術者(以下、SW)の資格試験制度を相互認証することで合意・調印した。また 2005 年 1 月、マ

レーシアの Multimedia Technology Enhancement Operations 社(METEOR)と日本－マレーシ

アの基本情報技術者の情報処理技術者スキル標準における知識、技能及び技術の範囲が同等であ

ることを相互認証し、覚書を取り交わした。カンボジアでは JICA が昨年に ICT 政策、全国のイ

ンターネットワーク普及事情、及び国内のシステム利用の現状調査実施のため、各専門家の派遣

を行い、IT 政策のアクションプランを作成の支援を行った。フィリピンでは、2004 年度より、

JICAがフィリピン大学ディルマン校との IT人材育成に関する技術協力を開始したところである。 
 

 

なお、本報告書の巻尾には、シンガポールの情報通信開発庁(IDA)が発表した「2003 年シンガポ

ール情報通信産業人材年次調査の概要」を当センターで仮訳したものを添付した。シンガポール

での IT 人材の育成に関する基礎資料として活用されることを期待する。 
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１．シンガポール 

 

１．１．シンガポールの概要 
 

１．１．１．概況 
シンガポールは、マレーシアとインドネシアの間に位置するシンガポール本島と周辺の 63 の

島々からなる共和国である。1959 年、英国より自治権を獲得、シンガポール自治州となった後、

1963 年、マレーシア成立に伴い、その一州として参加。その後、1965 年 8 月 9 日、マレーシアよ

り分離、シンガポール共和国として独立している。 

赤道から約 1 度北にあり、国土面積は 682 平方キロメートルである。隣国マレーシア南端のジ

ョホールバル州とは、二つの橋でつながっており、シンガポールで働くマレーシア人を中心に、

毎日 10 万人規模の人間が両国を行き来している。 

2003 年人口は 419 万人である。その内、シンガポール人・永住権保有者が 344 万人であり、残

りは在留外国人である。また、2000 年国勢調査によれば、シンガポール人の人種構成は、中国系

76.8％、マレー系 13.9％、インド系 7.9％、その他 1.4％となる多民族国家であり、宗教も、仏

教、道教、キリスト教、回教、ヒンズー教等、多様である。この多様性がシンガポールの特色で

ある。近年出生率（15-44 歳までの合計特殊出生率）が大幅に低下し、世界 低水準となってい

る。昨年の発表では、合計特殊出生率は 1.3 までに落ちている。特に中華系に限った場合は、1.17

までにも低下しており、大きな問題となっている。 

なお、気候は熱帯性で、年間のほとんどの時期が暖かく湿度が高い。平均 低気温、26.8 度、

平均 高気温は、30.9 度である。雨季は、12 月から 3 月と 6 月から 9 月の年 2 回ある。 

 

図 1.1 シンガポールの地図 

 

（出典：CIA  The World Factbook 2002） 
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１．１．２．識字率 
2002 年の調査によれば、15 歳以上の一般識字率は 93.7％で、2 か国以上の言語を話せる国民は

56.1 %となっている。国語はマレー語であるが、行政、ビジネス、教育等、実際の生活面には公

用語である英語が使用されている。その他の公用語は中国語（北京語）、タミール語である。英語

と母国語（マザータン）の習得が義務づけられており、国民全体に対するバイリンガル教育を行

っている。 

 

１．１．３．政治体制 
共和制国家であり、議会制が採用されている。国家元首は、ナザン大統領となっているが、大

統領は国民、国家統合の象徴的存在にすぎない。実際の政策運営は、PAP（人民行動党）の単独政

権が続いている。昨年 8月には 14 年ぶりに首相が交代し、建国の父であるリー・クワンユー元首

相の子息であるリー・シェンロン氏が第３代目の首相に就任した。初代首相のリー・クワンユー

氏は顧問相、2 代目のゴー・チョクトン前首相は上級相として閣内にとどまり新首相を支える布

陣となっている 

 

１．１．４．経済実績 
主要産業は、製造業（エレクトロニクス、輸送機械、石油製品、金属製品）、商業、金融業であ

り、また、主要輸出品目は、電気・電子製品、石油関連製品、通信・音響機器、化学製品、主要

輸入品目は、電気・電子部品、原油、化学品となっている。 

2003 年のシンガポールの実質 GDP 成長率は 1.1％と、前年の 2.2％を下回ったものの当初予想

を越えるものとなった。分野別に見ると、 も高い伸びを示したのが卸・小売業（で前年比 6.7％

増、これに金融･サービス業（3.7％増）、製造業業（2.8％増）と続いている。逆にホテル・レス

トラン業（12.％減）、建設業（10.7％減）、運輸・通信業（2.0％減）ビジネス・サービス業（1.8

減）となった。2004 年については、2003 年下半期に見られた経済回復の傾向が続くとして、米国

経済の好調、中国の経済拡大、世界的なエレクトロニクス産業の拡大を背景に、GDP 成長率は高

水準を維持する見込みである。 

 

１．１．５．労働環境等 
2003 年の労働人口は 215 万人である。中央積立基金（CPF）が存在し、全従業員とその雇用主

が給与から一定の割合を積み立てている。労働賃金については、政府、雇用主グループ、労働組

合で構成されている国家賃金評議会（NWC）が、長期的な経済の観点に立って賃金政策について政

府に勧告を行い、ガイドラインを作成する方式をとっている。 近の景気低迷を受け、NWC は賃

金凍結やカットを勧告してきている。もともと 2001 年 12 月の失業率が 4.7%に達する状況下、NWC

は業績が悪化している企業での賃金凍結、解雇もやむを得ないと発表し、2002 年 11 月にこの方

針が再確認され 2003 年 6 月まで延長されることとなっていた。また、2003 年 5 月には SARS の影

響を勘案した、賃金凍結・カットを勧告した。さらに政府は CPF の雇用者分負担率が 16％から 13％

に切り下げ、実質的な賃金カットを促進している。このように雇用情勢の悪化、周辺国との競争

力の維持のために賃金抑制を行うという政策がとられている。 
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１．１．６．教育 
小学校 6 年、中学校は 4 年、若しくは 5 年になっている。小学校 4 年次において、試験が行わ

れ、成績により、三つのレベルに振り分けられる。また、小学校の卒業試験があり、この結果に

より、4 年間の特急コースに行くか、5 年の通常コースに行くかが決定される。また、中学５年進

級時、中学校卒業時、ジュニアカレッジ卒業時にも進級のための資格試験（GCE : General 

Certificate of Education）を受ける必要がある。シンガポールは幼少期からの競争社会であり、

一部に暗い側面を落とすが、小国家を牽引するリーダーの育成において有効に機能してきている。

なお、シンガポールは義務教育ではなかったが、2003 年から義務教育制が導入された。また、学

校施設を有効に利用するために、午前部と午後部が存在するなどユニークな面がある。 

高等教機関としては、3大学（シンガポール国立大学、南洋工科大学、シンガポール経営大学）

があり、このうちシンガポール経営大学は数年前に設立された私立大学であり、現在、市の中心

地であるオーチャード周辺にキャンパスを建設中である。また、シンガポール独自のものとして、

５つの技術専門学校（ポリテク）が存在しており、技術者の育成を担っている。 

なお、男子に対しては、2 年程度の兵役が義務づけられており、例えばポリテクで 新技術を

学んだ後、2 年間のブランクが発生する。IT 等、日進月歩の技術分野においては、この空白が大

きな問題となっている。この対応策として、いわゆる e-Learning が活用されている。 

 

１．１．７．マスメディア 
シンガポールにおける、メディアは日刊紙、テレビ、ラジオ、各種出版物となっており、地元新

聞としては、日刊紙 10 紙が合計 150 万部発行されている。テレビ放送局は 2 局 (MediaCorp、
SPH MediaWorks)の体制であったが、2004 年 12 月に主要紙を発行するシンガポール・プレス・

ホールディングスのテレビ事業が不信のため、国営放送会社メディアコープのテレビ事業と統合

されることが発表された。両社はテレビ事業を行なう新会社メディアコープ TV ホールディング

スを設立し、SPH の放送子会社 SPH メディアワークス（チャンネル U、チャンネル i）と、メ

ディアコープ傘下のメディアコープ TV（チャンネル 5、チャンネル 8 など）が統合され、新会社

の傘下に入る。新会社の出資比率は、SPH が 20％、メディアコープが 80％の予定。ラジオ放送

局 6 局 (MediaCorp Radio、UnionWorks、SAFRA Radio、National Arts Council、Rediffusion、
及び BBC World Service)がある。スター・ハブ社が運営するケーブル・テレビも普及している。 

 

 

１．２．シンガポールの IT 政策 
 

１．２．１．IT 政策の経緯 
シンガポールの IT 化は 1980 年代初頭の国家コンピュータ庁の設立、国家 IT コンピュータ化計

画等に始まる。同時期に日本の JICA からの技術援助を得て、ソフトウェア研修センターを設立し

ている。シンガポールは、国家コンピュータ化計画以降、国家 IT 計画、IT2000、インフォコム

21 を経て、現在 Infocomm21 の改訂版である Connected Singapore という一連の IT 政策を展開し

ている。また、IT 産業の誘致、通信インフラの整備、コンピュータ関連法制度の整備、人材育成、

電子政府の充実、教育の IT 化、通信の自由化等、一連の政策を実施し、今や、シンガポールは
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ASEAN のみならず、世界においても第一級の IT 先進国となっている。 

 

シンガポールをIT先進国に脱皮させたのは1992年に発表されたIT2000であった。この計画は、

世界の NII（National Information Infrastructure：国家情報インフラ）政策の火付け役となっ

た。IT2000 計画は、シンガポールをインテリジェント・アイランド化するための計画であり、社

会生活のあらゆる側面における（職場・家庭・娯楽）IT の採用を推進するものである。IT2000

計画の目的には、①シンガポールの IT グローバル・ハブ化、②国民生活の質的向上、③経済成長

の牽引車としての役割、④地域社会と国際社会のネットワークによるリンク、⑤個人の能力向上、

があげられている。IT2000 の特徴は、国民の利便に直結することであり、スマートカードの大規

模な導入、電子マネーであるキャッシュカードの導入、高速道路の電子課金方式（ERP：Electronic 

Road Pricing）、図書館の高度化等を進めてきた。 

IT2000 が 2000 年に終了するに伴い、1999 年 5 月 22 日、シンガポールで開催された「コミュニ

ック・アジア 99」の開会式において、Mr. Yeo Cheow Tong 通信情報技術大臣が、2001 年から 2010

年までの基本計画である「ICT(Information and Communication Technology)21 」(2001-2010 年) 

を起草中であることを発表した。この計画では、「2010 年までに、シンガポールを繁栄するイン

ターネット経済によるダイナミック・活発な中核都市国家（インフォ・ハブ）とする」ことが目

標とされた。しかしながら、IT のように非常に動きの速い分野において、10 年もの長期計画を立

てることの妥当性等が、新たに発足した IDA 部内で検討され、2000 年 12 月に正式発表されたと

きは、5 年計画となった。この Infocomm21 において、通信の自由化、情報通信技術（ICT）人材

育成、情報通信技術（ICT）産業振興、電子政府（E-Government 行動計画）を進めることとされ

た。Infocomm21 は、IT200O で培ってきた各種の IT 基盤を活用して、世界有数の IT 首都となるこ

とを目指そうとしたものである。 

さらに、2003 年 3 月には、Connected Singapore が発表された。この計画は、新たな政策とい

うよりも、Infocomm21 の改訂との位置づけである。Infocomm21 が IT 産業そのものの振興を念頭

に置いていたのものであったのに対し、Connected Singapore は IT を利用する産業、社会を中心

に据えて改訂したものである。この計画に基づき、2003 年 7 月、シンガポール政府（財務省及び

情報通信開発庁(IDA)）は、新たな電子政府計画”eGAPⅡ”を発表し、現在に至っている。 

 



15 

表 1.1 シンガポールの国家 IT 計画の発展 

年 IT 計画に関する出来事 

1963 シンガポール 初のコンピュータが Civil Service に導入 

1967 シンガポール・コンピュータ・ソサエティ設立 

1980 Committee For National Computerization（CNC）（現ナショナル IT コミッティ）が設

立された 

1981 NCB 設立 

公共事業コンピュータ化計画（Civil Service Computerization Program:CSCP）スタ

ート 

ISS がシンガポール政府と IBM の協力により設立される 

1985 国家情報技術計画（National IT Plan）を発表 

ITI が NCB により設立 

1991 NCB が IT2000 計画のフィージビリティ・スタディー開始 

1992 NCB が IT2000 レポートを発行 

1994 シンガポール政府により、総額 2億 S ドルの IT クラスター開発基金(CDF)創設 

1996 NCB のシステム開発保守部門（NCS）の法人化 

シンガポール・ワン計画発表 

1997 NCB 管轄が財政部から貿易工業部へ移管される 

1998 シンガポール政府が「電子商取引の政策的枠組み」を発表 

1999 2010 年までの IT 計画である「ICT21 マスタープラン」の作成を発表 

NCB と TAS が合併し IDA（情報通信開発庁）が発足 

2000 ICT21 を Infocomm21 に名称変更して発表 

2003 Infocomm21 を Connected Singapore に改訂 

2003 財務省及び IDA が新たな電子政府計画”eGAPⅡ”を発表 

 
 
１．２．２．Connected Singapore 

2003 年 3 月に発表された Connected Singapore を一言で言うと、「普及度合いを一層高める、

質的向上を図る。」ことであり、これを通じ、革新的で力強いシンガポールを実現していくという

ことである。Infocomm21 はいわゆるドットコム企業が全盛の時期に制定されたが、Connected 
Singapore は、それを現在の環境を踏まえて模様替えしたものである。Connected Singapore の

ビジョンとは情報通信を通じて世界とシンガポールを結び付け、個人や企業が持つ潜在能力を絶

やすことなく、その可能性を実現へと導くというものである。 
このビジョンを実現する為に具体的な戦略としては、IDEA を頭文字とする 4 つの戦略から成

り立っており、①接続性、創造性及び協調性を実現するための情報通信（Infocomm for 
Connecttivity, Creativity and Collaboration）、②デジタル交換(Digital Exchange)、③成長の原

動力（Engine of Growth）、④変化の動因（Agent for Change）、があげられている。 
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戦略①：接続性、創造性及び協調性を実現するための情報通信 
この戦略の狙いは、今まで以上に生産性が高く豊かな生活を実現するために、広範囲に渡

り確実にアクセスできるように情報通信のインフラ環境の整備を活発化させることで、また

職場、娯楽、学習、そして人々の生活に役に立つアプリケーションの開発を促進し、アプリ

ケーションとサービスの利用を促進するとともに、情報通信に関する知識の向上を図ること

で、誰もが情報通信に関連する製品とサービスを利用できるようにすること。 
戦略②：デジタル交換(Digital Exchange), 

この戦略の目的は、既に確立されている港湾、旅客などの物理面でのハブとしての地位だ

けでなく、シンガポールの拠点としての地位を国際デジタル配信と商取引といったデジタル

の分野でも確立すること。目標は、シンガポールを介して行われるデジタル取引の価値額を

現行の 1 億 5000 万シンガポールドル（8600 万米国ドル）から、2006 年までに 5 億シンガ

ポール・ドル（2 億 8700 万米国ドル）へと増加させる。 
戦略③：成長の原動力 
この戦略は、シンガポールがこれまで築いてきたハブとしての立場を生かすとともに、情

報通信の分野で新しい経済活動を拡大成長させ、雇用を創出すること。 
戦略④：変化の動因 
この戦略は、効率性、効果性の向上と顧客満足度の改善を目指して、企業や政府機関が情

報通信を使用することを容易にすること。 
 

Connected Singapore では、情報通信セクターの中で、今後 1 年から 3 年の間にシンガポール

にとって高い成長性が望める、あるいは確実な成長力を備えた 5 つの特定の部門をあげており、

これらを成長されることで情報通信産業の対 GDP 比を現行の 7％から 2012 年には 10％へと拡

大させることを目指している。その５つの分野は下記の通りである。 
a） 付加価値モバイル・サービス 
b） 無線及び有線ネットワーク・インフラストラクチャー 
c） マルチメディアの処理及び管理 
d） ウェブ・サービス及びポータル 
e） セキュリティ及び信頼性確保のためのインフラ整備 

 
また、本計画では、下記のような具体的な目標が掲げられている。 
a） 活発なデジタル研究所としてのシンガポール 
シンガポールは国土が小規模で、社会が整備されており 6500 社の多国籍企業の拠点があるこ

とから、革新的な技術、ソリューションの試験や商品化のための場として活用するのに 適な

場所である。 
b） シンガポールからの輸出の増加 
「メイド・イン・シンガポール・アンド・プラウド・オブ IT（Made in Singapore and Proud 
of IT）」プログラムによりシンガポールを拠点とする情報通信企業による輸出額を 10 年以内に

倍増させる。また海外進出を支援する。 
c） BPR（ビジネスプロセスリエンジニアリング） 
企業内部だけでなく、クラスターや産業レベルにまで広げる。 
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d） Singapore e-Government Action Plan (eGAP) II  
eGAPII の実施による電子政府の更なる推進。 
e） IT の活用 
運輸、ハイテク製造、小売、医療といった分野において情報通信のさらなる活用を促進する。 
 
これらのマスタープランに基づき、シンガポールは、輸送関連や BPO といった産業支援の施

策に取り組んでいる。IDA によると、輸送関連業はシンガポールの GDP の 8％を占め、12.7B＄の

規模に達し 9 万 3,000 人を雇用している。IDA は、Global Logistic Council と呼ばれるイニシア

ティブを 2004年にロゼッタネットと共に開始､6月に情報通信芸術省は 5年間で＄50Mをロジス

ティックス関連業界向けの地域統合 IT プラットフォームを開発するために投資することを発表

した。引き続き、IDA は 2004 年 5 月、RFID(Radio Frequency Identification)の普及のために

1,000 万シンガポールドルを投資することを発表した、航空機製造大手のエアバス社が、2005 年

初めにヨーロッパ以外で発の RFID に対応した倉庫をシンガポールに設置することを発表してい

る。地元の輸送業者である YCH 社、Grocery Logistic シンガポール社、スーパー大手の NTUC
フェアプライス社の中央倉庫・配送部門は RFID を業務効率化の為に使用している。ネプチュー

ンオリエント海運の輸送部門である APL ロジスティックスはウォールマート納入業者向けに

RFID タグサービスを提供することを計画している。マレーシアのジョホールバルのタンジュン

プルパス港に、マルエスク社が拠点を移すなどの動きも出てきており、シンガポールがロジステ

ィックハブとしての地位を維持するために、新しい技術に対し投資しづけることは必要不可欠な

ものとなっている。 
 
さらに、IDA は、BPO 産業に対してはビジネス継続/災害産業（Business Continuity/Disaster 

Recovery）が，シンガポールにとって優位性があるとして今後２年間で 1,200 万シンガポールド

ルを投資することを 2004 年 12 月に発表している。情報技術標準委員会（ITSC）は、世界で初

めてビジネス継続/災害復旧サービスを行なっている企業向けに、同業務に携わる企業が有するべ

き基準を作成した。Equinix,HP,IBM,NCS,シンガポールコンピュータシステム,SingTel EXPAN
及びスターハブの７社が認定を取得している。1,200 万シンガポールドルのイニシアティブによ

り、2006 年までに 1,000 人の IT 業務専門家に BPO サービスに関する訓練が提供される予定で

ある。またアウトソーシング関連技術への研究開発、BPO サービスの提供方法に対してイノベー

ションを起こす企業に対して奨励している。これらの活動により、2 年間で 1,000 万シンガポー

ルを超える 20 のプロジェクトの種をまくことを目標としている。 
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１．３．シンガポールの IT 関連機関 

 
１．３．１．情報通信開発庁（IDA） 

シンガポールの IT を所管する代表的な行政組織は、情報通信芸術省（Ministry of Information 
Communication and the arts）参加の法定機関である 情報通信開発庁（IDA：（Infocomm 
Development Authority of Singapore）である。IDA は、IT 及び通信部門において、計画、政策

立案、規制、産業振興を行う唯一の機関として 1999 年 12 月にコンピュータを所管していた NCB
（National Computer Board）と通信を所管していた TAS（Telecommunications Authority of 
Singapore）が合併し設立された。IDA は、①情報通信分野と政府内の情報通信システムの開発

に関する技術的アドバイザー、②シンガポールの ICT マスタープラン、政策の立案、③通信産業

の監督、④情報産業振興と人材育成、⑤ビジネスや社会面での情報通信技術の利用の促進を業務

としている。 
IDA は政策・規制グループ、産業グループ、技術グループ、政府システムグループ（政府 CIO）、

企業開発グループ、中央ビジネスサービスグループといった 6 つのグループから成り立っている。 
 

１．３．２．シンガポール IT 連盟 

IT 業界団体としては、Singapore Infocomm Technology Federation（SITF）が存在する。SITF
は 1999 年にシンガポールの 2 大 IT 貿易協会である Microcomputer Trade Association of 
Singapore と Singapore Federation of the Computer Industry が合併して出来、IT 産業を代

表する団体として、政府機関や貿易団体、国際的な機関と協力し、シンガポールの IT 企業が世

界中で認知され、活動することを支援している。具体的活動としては世界情報サービス産業機構

（WISTA）や ASOCIO（アジア・オセアニア・コンピューティング・産業インダストリー・オー

ガニゼーション）の国際会議への参加、中国、インドシナ、インドといった国への海外ミッショ

ン派遣、各種セミナ、ワークショップ開催、商談の場としての iX2003 などの展示会運営などを

行っている。現在、会員数はシンガポール企業と多国籍企業をあわせて 600 を超えている。 
 

１．３．３．シンガポールコンピュータ協会 
学会として、SCS（Singapore Computer Society）が存在する。同協会は 1967 年に設立され、

シンガポール 大の IT プロフェッショナル団体として、会員数は 1 万 7000 人を超えている。活

動としては主に 2 つあり、セミナや会議開催や会報の発行、また個人のキャリア開発の為に IT
スキル認定プログラムの管理を行っている。現在 SCS により 3 つの認定プログラムが実施され

ている。①高度な IT プロジェクトマネジャーを対象とする公認 IT プロジェクト管理者・プログ

ラム（The Certified IT Project Managers Programme）、②一般の人が PC 関連の基礎的な能力を

持つことを認定する、国民 PC 運転テスト（The National PC Driving Test ）、③ビジネス継続

プロフェッショナル認定（The Certification Program for the Business Continuity Professional 
Certification）。このうち①と②のプログラムは、IDA からの支持を得ている。 
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１．４．シンガポールの電子政府 
 
シンガポールの電子政府は世界的に進んでいるが、さらに一層進化させるためのプランが 2003

年 7 月に発表された。これは、財務省及び情報通信開発庁による発表であり、2006 年までの基

本計画となる。また、この計画はシンガポールの IT 基本政策として３月に発表された Connected 
Singapore の一環として実施される。新たな計画は、eGAPⅡ(e-Government Action Plan)と呼ば

れ、ICT を梃子にした行政サービスの向上を目的としている。 
 
この計画の主要な目標として、以下の３点が上げられる。 
a） 顧客（国民）が満足すること：利便性、効率、効果をいっそう向上させる。 
b） Connected Citizen（国民との連携強化）：政策策定、見直しに対する国民の関与を約束す

る。 
c） 政府機関のネットワーク化：政府内の共通インフラ、共通認識の整備による、各機関の接

続する。 
また、達成目標として、次の指標をあげている。 
a） さらに 12 種類の省庁横断的電子サービスの導入 
b） 行政サービス利用者の 90％が 低年 1 回、電子サービスを利用する 
c） 行政サービス利用者の 80％がサービスの品質に満足する 
また、Connected Citizen については、政府が ICT を用いて、政策やその論理的な根拠の説明

に努めるとしている。 
e-GAPⅡの目標達成のため具体的方法としては以下のように説明されている。 
a） 電子サービスの利便性に対する認識の向上：国民の 75％が過去 1 年間で 1 回以上、電子行

政サービスを利用（AC ニールセン 2003 調査）。2006 年までに、この割合を 90％に高める

ため、さらにこの割合を増やすため、携帯電話を使えるようにするとともに、スーパーマ

ーケットや図書館などで、電子サービスの認知度向上のための広報活動を行う。 
b） 電子サービスの品質向上：統合された電子サービスや、顧客（国民）個々へのサービス対

応、されには、行政機関共通の Web インタフェースの導入。国民からのフィードバックの

積極的活用。 
c） 積極的な国民の意見の聴取：シンガポール人がシンガポールの改革(re-making)に関与する

度合いを強化したり、国民に影響を与える政策に対する関与を深めるため、オンラインの

意見・質問ポータルを今年４月に開設。こうした仕組みにより、国内のみならず海外在住

の国民からも意見を聴取。 
d） 省庁間の協力：システムの共用、システムアーキテクチャやインフラの共通化、経験・知

識の統合等によって、電子サービスの付加価値や品質を高める。また、セキュリティーの

向上に努める。 
 
この計画のため、3 年間で 13 億 S ドルを投じることとしている。これは、eGAPⅠで投じられ

た 15 億ドルに匹敵する規模である。なお、現時点で、1,600 以上の行政サービスが電子的に利用

できるようになっている。 
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特筆すべき点は、eGAPⅡ開始を発表した際、当時のリー・シェンロン副首相（現首相）が、「今

回の計画は、単に IT 化を図るものではなく、国民と政府との関係を変えるためのもの。」と締め

くくった点にある。新たな、電子政府は新たな国民と政府の関係を築き、将来の力強いシンガポ

ールへの重要なツールとなることが期待されている。 
 
 

１．５．シンガポールの IT 関連指標 

 
１．５．１．特 徴 
シンガポールで起業や投資を行うとき、我が国と同様に複数の官庁の承認を得る必要がある。

2003 年までの第一段階の電子政府化計画では、この各官署の許認可業務が電子化されてきた。現

在進められている第二期の電子政府化計画では、こういった個別の官署の存在を考えなくても良

いように政府部内でリンクを図ることが 大のテーマである。国民側は個別の官署の存在、名称

を心配せず、単に起業、開業（ライセンシング）のホームページにアクセスすれば良い。あとは、

システム自体がその許認可に関係する各官署のシステムと電子的な交信を行い、すべての官署か

らの許可を集めて、ユーザたる国民にライセンスを発給するのである。この時、手続きがどうい

う状態になっているのかなどもモニターすることができる。国民を顧客、国をサービス提供者と

位置づけ、顧客の利便に 大に配慮しようとしている。顧客満足度を如何に向上させるかや、ど

のような頻度で電子政府システム（e-citizen）にアクセスするかなどがこの計画の評価指標とな

っている。こういうことを実現するため、リー・シェンロン首相が強いリーダーシップを発揮し

ている。このようにして実現してきた IT 国家は、多国籍企業のアジア拠点の立地場所として、高

い競争力を持っている。効率的、迅速、透明性の高い行政サービスがあってこそのアジア拠点で

あり、土地代や人件費が周辺国より相当高いにもかかわらず、世界の企業から高い評価を得てい

る。 

また、世界の企業にとってのシンガポールの利便性として、「実験場」、「ショールーム」の機能

がある。ITS においては道路交通上の規制等により実車レベルの実験ができないことが多いが、

シンガポールでは、それが世界 先端レベルのものであれば、特例のものとして許可される。 

 

シンガポールの IT 社会の特徴は、IT を徹底的に道具として使いこなすことにある。実際のと

ころシンガポールで開発された製品というものは少ない。しかしながら、シンガポールが世界に

先駆けて実用化したシステムは数多い。代表的な、ERP（電子式の道路料金徴収システム）は、

日本が ETC を導入する以前に、日本の技術により開発され、シンガポールに導入された。 
また、シンガポールは、世界に先駆けて、ブロードバンドインフラの整備を終えた。これは

Singapore One という計画によるものである。シンガポール政府の IT 計画の着実な実施による

ものであるが、他方、若干早すぎたきらいもあり、現時点では、日本に比較すると、バンド幅も

狭く、価格も高価なものになっている。 
以下、IDA による調査に基づき、インターネットの利用状況を整理する。 
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１．５．２．インターネット接続・利用 
2002 年度の調査では接続方法としては、LAN による接続が 43％と も人気の高い方法となっ

ており、ADSL が 40％、モデムが 35％と続いている。 
また、インターネット利用状況としては、次のようになっており、電子メールの利用が飛び抜

けて高くなっている。シンガポールに限らないことであるが、携帯電話によるショートメールの

交換も盛んであり、文字ベースの情報交換に対するニーズが極めて高い。 
電子メール ：94％ 
情報検索 ：54％ 
インスタントメッセージ ：44％ 
オンラインミュージック ：40％ 
オンラインチャット ：38％ 
ソフトウェアのダウンロード ：35％ 
オンラインショッピング ：34％ 
インターネット SMS ：29％ 
オンラインバンキング ：26％ 
オンラインゲーム ：21％                  出展：IDA 

 
また、学生と社会人の間では利用状況が大きく異なっており、学生の間ではオンラインミュー

ジック（57％）、ソフトウェアダウンロード（40％）、オンライン図書館サービス（32％）、オン

ラインビデオ（23％）、オンラインショッピング（20％）、e-learning(19%)が人気のアプリケー

ションになっているのに対して、社会人の間ではオンラインショッピング（39％）、オンライン

バンキング（35％）、ソフトウェアダウンロード（34％）、オンラインミュージック（34％）、オ

ンライン政府サービス（25％）が主要な利用アプリケーションである。 
 
在宅勤務者によるアプリケーションの使用状況は、以下のとおりである。 
電子メール ：99％ 
オフィス VPN ：21％ 
ビデオ会議 ：16％ 
インターネット電話 ：13％                  出展：IDA 

 
１．５．３．ワイヤレスアプリケーションの使用状況 
シンガポールでも 近になって、ワイヤレスの利用が急速に進んでいる。市内のいたるところ

で、ワイヤレス LAN が利用可能である。また、シンガポールの玄関口であるチャンギ空港にも

無線 LAN が整備されている。 
ワイヤレス LAN の利用状況としては次のようになっている。 

SMS（ショートメッセージサービス）：80％ 
リングトーンのダウンロード ：29％ 
寄付への参加 ：17％ 
情報入手 ：15％ 
ゲームのダウンロード/ゲーム ：12％ 
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コンテストの参加 ：10％                  出展：IDA 
 

１．５．4．企業による情報通信の利用状況 
2004 年６月の IDA による企業での情報通信利用状況調査では、調査企業の内 83.1％がコンピ

ュータ、ラップトップ、ワークステーション、PDA,WAP 機能付きの携帯電話といった情報通信

機器を使用していると回答している。教育部門が 96.5％と全部門で一番高い利用率で示し、ホテ

ル･レストラン部門は、2002 年調査では 36％の利用率だったが、2003 年には 56.8％と一番高い

伸びを示している。インターネットの普及率は 75.9％で、この内ブロードバンドは 54％となっ

ている。企業にとっての 大の関心事は報通信を導入する際のコスト（83.4％）で、セキュリテ

ィ問題（78％）がこれに続いている。 
企業でのインターネットの利用状況は調査目的が51％、企業内部のコミュニケーションが48％、

マーケティング・販売促進活動が 41％となっている。ブロードバンド・インターネットを利用し

ている企業では、ホスティング・ハビング（20％）、ビデオ会議（14％）が主な使用用途となっ

ている。無線 LAN の利用は 2002 年の 9.6％から 2003 年には 25.9％となり倍増している。無線

LAN の主なユーザーは情報システム部門が 57％、セールス・マーケティング部門が 42％、輸送

部門が 42％で、2002 年と同様の傾向をしめている。 
電子商取引では、2002 年は 29.5％が利用していたが、2003 年には 42.1％の利用率となってい

る。納入業者として電子商取引を活用している企業は 2002 年の 14.8％から 25.6％に増加し、購

買業者として利用している企業は 2002 年の 25.2％から 34.5％に増えている。 
 
 

１．６．シンガポールの代表的な IT システム 

 
１．６．１．貿易情報システム 

1819 年のラッフルズ卿上陸以来、シンガポールは中継貿易港として大きな役割を担ってきた。

今日、シンガポールは、世界 123 国、600 港と航路を有し、コンテナ取扱量では、香港に次いで

世界第２位、2002 年の取扱量は 1680 万個に及ぶ。香港と異なり、港が分散していないことから、

一つの港としては 大規模の取扱量である。また、毎日、米国２便、ヨーロッパ４便、日本５便、

中国・香港９便、南・東南アジア 70 便という頻度で貨物船、コンテナ船が運航されている。こ

ういった膨大な貨物の輸出入を支えるシステムが貿易・通関システムである。1989 年に貿易開発

庁（TDB、現在は IE（国際企業庁））は、TradeNet と呼ばれる電子データ交換システム（EDI）
を導入した。貨物の輸出入に当たって、貿易業者は輸出・輸入の承認、税関申告、関税・消費税

の支払い等を行う必要があり、これらの申請は、貿易開発庁（TDB、現 IE）、税関庁、物資所管

官庁等に対して行われていた。従来は、こうした処理をペーパーベースで行っており、処理に半

日から２日を要していたが、TradeNet はこうした処理をすべてオンラインで処理している。 
貿易には複数の官庁が関係するが、TradeNet はユーザに 24 時間のワンストップサービスを提

供している。輸出入に際し、ユーザは TradeNet を通じて許可申請する。申請情報は IE での審

査の後、税関、さらには所管官庁へ転送される。銀行口座にも手数料、関税、消費税等の引き落

とし情報が転送され、すべての処理終了後にユーザの端末へ輸出入の許可情報が届く。申請の約
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95％が、申請から許可まで３分以内に処理さる。TradeNet の導入により、書類作成コストや処

理時間が大幅に削減されている。 
現在のシステムは数回のバージョンアップを経たもので、ユーザ数は約 6,000 社、1 日当たり

の処理件数は約 20,000～30,000 件である。ヘビーユーザ向けの専用ソフトウェア＋専用線接続

と、小規模ユーザ向けにはブラウザ経由による手続きが可能となっている。 
TradeNet の運営は、Crimson Logic という政府系の ASP（Application Service Provider）会

社に委託されています。Crimson Logi は、SNS（Singapore Network Service）として 1988 年

3 月に TDB、PSA、SingTel 等が出資して設立された会社である。貿易という国際的な取引にお

いて、データの国際的な電子交換は大きな力を発揮するため、Crimson Logic はアジア各国と貿

易関係データ交換の標準化に向けての作業を行っており、既に、香港、台湾、韓国、中国、日本、

マレーシア、マカオの関係機関と Pan-Asian e-Commerce Alliance という協定を結んでいる。 
 

１．６．２．港湾システム 
シンガポールの貿易を支えるもう一つのシステムが PORTNET 及び CITOS である。両システ

ムは、船の出入り、コンテナの出入り、貨物のハンドリングを行うためのものである。シンガポ

ールは世界 大の中継貿易港であり、多くのコンテナがシンガポールに来て、また出て行く。大

量のコンテナが、シンガポールで他の船に積み替えられ、世界各国に再輸出される。シンガポー

ル港には数多くの船舶が出入りをしているが、その積載貨物も 終仕向地も種々雑多である。こ

の、数多くの船舶、貨物の出入りがあるシンガポール港において、船舶の出入港を管理し、コン

テナ貨物を迅速にハンドリングしているのが、PSA という会社である。この会社は従来政府機関

であったが、現在は会社化されている。貨物を運搬する船会社は、PSA の許可と指示を受け、船

舶を指定のバースに入出港させる。 
貨物の積み替えには相当高度なノウハウが必要である。シンガポールは土地が狭いので、コン

テナを何個も積み重ねる。地震も台風も極めて少ないことがこれを可能にさせているが、一番下

にあるコンテナを動かすためには、上に積まれたコンテナをすべて動かす必要があるなど、どう

いった順番でコンテナをおろし、積み上げるかの判断が、大変重要になる。PSA では、これをコ

ンピュータシステムが管理している。船舶の入出港スケジュールも重要な要素で、これもコンピ

ュータが管理している。 
こうした機能を支えるのが PORTNET と CITOS である。前者は、船会社等との船舶貨物情報

の交換や入出港指示等を行い、後者は、コンテナバース、クレーンなどの港湾リソースをコント

ロールしている。ふたつのシステムがリンクされていて、船、クレーン、コンテナヤード、陸送

用トラック、コンテナ、貨物、仕向地等が管理される。これらの情報がシステムで総合的に処理

され、 適な船舶、コンテナの取り扱いスケジュールを作り上げる。クレーンの自動化も進んで

いて、 新の設備を持つ、Pasir Panjong 港には６隻のコンテナ船が着岸可能であるが、そのす

べてのクレーンをたった６人の人間でコントロールすることができる。 
PSA はこの PORTNET システムを世界の十数カ所の港湾に輸出しており、日本の北九州とも

提携している。 
 

１．６．３．電子式道路料金徴収システム(ERP : Electronic Road Pricing System) 
シンガポールの道路を走って都心部に入るときに大きなガントレー（門型システム）をくぐる。
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また、高速道路にもガントレーが設置されていて、自動車がこの下を通るときに、車載ユニット

（IU）に挿入したキャッシュカードから自動的に通行料が徴収される。日本の高速道路でも本格

的に運用を開始したETCと同様のシステムであるが、既に1998年から大規模に運用されている。 
シンガポールにおける道路課金は、市街中心地区(CBD: Central Business District)の渋滞緩和

を目的として始まった。1975 年 9 月に区域通行許可制度(ALS: Area Licensing Scheme)が導入

されて以降、何回かの制度改正が行われ、現在の ERP システムに至った。 以前の規制は、CBD
へ乗り入れる際、規制区域外のセールス・ブースで購入した通行証をフロントガラスに貼り付け

る方法であった。この方法は、運転者にとっては通行証購入と貼り付けなどに手間がかかるし、

規制当局にとっても規制区域の入り口に監視員を配置することが必要であるなど、不便で非効率

であった。こうしたことから、シンガポール政府は、効率的な規制の実施と、更には将来の駐車

場や高速道路への発展性を持たせるシステムの検討を 90 年代初めより開始し、 終的に現在の

ERP システムの導入となった。 
  ERP システムは、ガントレーと車載ユニットが準マイクロ波帯の電波で無線交信し、瞬時に車

載ユニットに挿入されたキャッシュカードから通行料が引き落とされる仕組みである。また、シ

ステム全体がコンピュータで管理されていて、車載ユニットを搭載していない車両や支払い不能

なキャッシュカードを使用している車両などの不正通行車両に対しては罰金を請求する機能を持

っている。悪意がなくてもキャッシュカードを入れ忘れたり、料金不足であったりする場合もあ

るが、容赦なく即座に請求がくる。 
通行料徴収の目的が渋滞緩和であることから、課金も時間帯により異なる。通常、土日祝日の

通行料は不要で、また、夜間、早朝も課金されない。日中でも朝の通勤ラッシュ時の料金が も

高くなるなど徴収料金も可変となっている。 
こうした、大規模なシステムの導入には手間がかかるものである。日本ではすべての車に ETC

装置を積んでないので、料金所のすべて ETC にすることができず、効果も半減している。シス

テム導入時、シンガポール政府は、車載ユニットを無料ですべての車に設置した。現在は新車の

値段に含まれている。これにより、大規模システムの導入を一気に進めた。シンガポール政府の

優れた実行力を示す好例である。 
なお、挿入するキャッシュカードはスマートカードの一種で、郵便局などで購入できる。デポ

ジットを含め 22 ドル払うと 20 ドル使えるカードを入手できる。暗証番号も付与されていないの

で、実質的に現金と同じである。残高が減った場合は銀行やショッピングセンター等に置いてあ

る ATM マシンでトップアップ（補充）し、繰り返し使うことができる。 
このシステムが駐車場の料金精算において、普及し始めている。駐車場の入り口と出口に ERP

ゲートとおなじようなセンサーが設置されていて、車の入庫時や出庫時に、自動的にキャッシュ

カードから駐車料金を引き落とすものである。 
 

１．６．４．リアルタイム道路渋滞監視システム 
シンガポールの交通関係 IT システムの代表例が、前述の ERP であるが、この他にもいくつか

のシステムが稼働している。ドライバーにとってありがたいものがリアルタイムで道路渋滞情報

を把握するシステムである。ERP 等のおかげで、シンガポールの渋滞は深刻ではないが、事故や

工事、通勤時、雨天等に渋滞が発生する。島内の渋滞情報が欲しければ、LTA(Land Transport 
Authority)のホームページ http://traffic.smart.lta.gov.sg にアクセスすることにより解決する。
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事故や信号機の故障、道路作業の状況、ERP の道路別・時間別・車種別の料金情報、道路交通の

新状況（カメラによる撮影）、主要な道路の所要時間、道路工事（電話工事等を含む）の実施場

所・実施主体・完工時期、道路別の渋滞状況などが判るようになっている。このホームページに

は、シンガポールの地図が載っていて、この地図は自由に拡大・縮小することができる。主要な

道路は４色で色分けされていて、それぞれ、20 キロ以下、21～40 キロ、41～60 キロ、61 キロ

以上であることを示す。 
実際に運転しているドライバーにとって、インターネットでの情報提供は、便利が良いとは言

えない。そこで、頼りになるのが、高速の渋滞情報である。高速の入り口には、行き先までの所

要時間が分単位で表示されている。また、ラジオ局もこの情報と運転者からの携帯電話等を通じ

た情報提供とを組み合わせて、ドライバーに交通情報を提供している。なお、交通情報は約 5 分

ごとに更新されている。 
日本の道路情報は、道路の各所に取り付けられたセンサーが車の速度を計測して所要時間を算

出している。このため、多数のセンサーが必要であるし、コストもかかってしまう。シンガポー

ルは、タクシー情報を利用するというユニークな方法を採用している。タクシー会社は、電話で

タクシーを呼ぶ顧客に も近いタクシーを把握するため、GPS 衛星を利用した位置追跡システム

を保有・運用している。GPS システムがあるわけだから、これを使えば、タクシーの位置情報・

速度情報を計測することができる。 
LTA はタクシー会社の情報システムに接続し、データを活用することにした。タクシーが走っ

ていない地域などでは情報の収集に課題があるが、シンガポールは国土も狭いので、こういった

システムで、島内をほぼカバーすることが出来る。既存のシステムを利用し、安いコストで有効

なシステムを開発した好例と言える。 
 

１．６．５．図書館システム 
シンガポールには、シンガポール国立図書館（18 ヵ所のコミュニティ図書館、18 ヵ所の児童

図書館を含む）及び、シンガポールに２つ存在する国立大学内の図書館（National University of 
Singapore Library／Nangyang Technological University Library）、シンガポールに 5 校ある

polytechnic の図書館等がある。 
シンガポールの図書館に関する基本計画である図書館 2000 計画では、公的図書館システムの

設立、国際図書館ネットワーク、国家蔵書収集戦略、サービスの質的向上、企業及び地域社会と

のリンク、国際知識社会のハブ実現を謳っている。また、IT 関係のプロジェクトとしては、図書

館情報化プロジェクト（TiARA:Timely Information for All、Relevant and Affordable）がある。

これは、旧 NCB （National Computer Board）、旧 NSTB（National Science and Technology 
Board）、NLB（National Library Board）及び関連図書館参加の共同プロジェクトである。政府

機関や教育機関の図書館をネットワーク接続し、インターネット・ウェブサイトを通じて、ワン

ストップサービスを提供する先進的な図書館ネットワーク・サービス・システムである。 
図書館のシステムを支えるものとして、全ての蔵書を管理するデータベースがある。書籍にバ

ーコードをつけるとともに、RFID を添付している。書籍を借りたい利用者は、貸し出し端末機

に行き、自分の ID カードを端末に差し込む。その上で、借りたい本を端末機のトレーの上に置

くと、RFID と端末機が交信し、貸し出し処理が行われる。返却が後れた際の罰金は、キャッシ

ュカードや EZ リンクカード（地下鉄、バスカード）で支払うことができる。現在、NLB は図書
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館設計、運営能力を活用し、対外的にノウハウの提供、コンサルタント業務を開始している。 
 
 

１．７．シンガポールの IT 産業 
 

以下に、IDA（情報通信開発庁）が発表した IT 産業の動向を紹介する。 

 

１．７．１．概況 
シンガポールの情報通信産業は 2003 年には 4.9％の成長を達成したが、東アジア・東南アジア

を中心に広がった SARS などの影響を受け経済全般が停滞し各社が投資・支出を控えたため、前年

度を下回る成長率となった。2003 年の情報通信産業の総売上高は、327.1 億シンガポール・ドル

であった。2004 年は、世界経済の回復と共に、5.6％の成長が予測されており、2005 年には 7.4％

と再び高い成長率を達成すると予想されている。 

 

表 1.2 製品・サービス別情報通信産業売上総額（10 億シンガポールドル） 

 2002 2003 2004（予測） 2005（予測）

ハードウェア小売 13.16 15.13 15.93 16.93 

ソフトウェア 5.99 5.10 5.53 6.12 

IT サービス 4.33 3.23 3.44 3.78 

通信サービス 6.44 6.644 6.91 7.21 

コンテンツ活動 2.29 2.73 2.87 3.22 

合計 32.17 32.83 34.68 37.26 

出展：IDA 

 

ハードウェア小売が 46.1％と 大の割合を占め、通信サービス（20.2％）、ソフトウェア

（15.5％）、IT サービス（9.9％）、コンテンツ活動（8.3％）がこれらに続いている。 

 

 

１．７．２．国内市場と輸出市場 
国内市場では、通信サービスが 41.1％のシェアを占め、ハードウェア小売（25.4）、IT サービ

ス（17.2％）、コンテンツ活動（11.0％）、ソフトウェア（5.3％）となっている。輸出市場ではハ

ードウェア小売が 63.6％、ソフトウェアが 24.2％と両者で 80％以上を占めている。以下コンテ

ンツ活動が 6.1％、IT サービスが 3.6％、通信サービスが 2.5％となっている。 

シンガポールの情報通信産業は、2002 年度において、製品・サービスの大部分を米国（20.2％）

と ASEAN 諸国（17.8％）に輸出した。2003 年には中国向け、韓国向け、ASEAN 向け、西ヨーロッ

パ向け、他のアジア諸国向けが増えると予想される一方、米国、日本、香港などはシェアが減少

すると見込みである。それに続く 2002 年度の三大輸出先は、他のアジア諸国（14.4%）、オースト

ラリア（12.7%）、中国（9.4%）、となっている。 
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１．７．３．情報通信サービスの普及状況 
過去 5 年間、固定電話の加入者数は 180～190 万人とほぼ変化せず、2001 年から 2002 年にかけ

て減少に転じている。シンガポールの人口は約 400 万人だが、必要な固定電話の敷設は終了した

ものと予想される。 

インターネットに関しては 1998 年から 2000 年にかけて毎年 2-3 倍という急激な普及率の上昇

を示していたが、2000 年以降は約 200 万人台で推移している。固定電話同様、市場がある程度、

飽和に達したものと予想される。 

ポケベルと携帯電話の普及状況は反比例している。ポケベルの利用者数は、毎年、2 分の 1 か

ら 3 分の 1に減り続けており、この傾向は終わることなく、携帯電話が全てのポケベル市場を獲

得するまでこの傾向が続くものと予想される。携帯電話の普及台数は、逆に、毎年 1.2 倍から 1.5

倍の伸びを示して来ているが、シンガポールの人口が約 400 百万人であることから、2002 年度の

普及台数 320 万台は飽和に近づいたものと予想され、2003 年度には普及台数の伸びは止まるもの

と予想される。 

 

表 1.3 過去 5 年間の通信サービス普及状況推移 

  1998 1999 2000 2001 2002 

固定電話 1,752 1,851 1,936 1,949 1,934

携帯電話 1,020 1,471 2,442 2,859 3,245

ポケベル 1,309 1,200 839 482 294

インターネット 394 583 1,940 1,918 2,001

（単位：千人） 

出展：IDA 

 

 

１．８．シンガポールの IT 人材育成 
 

１．８．１．IT 教育の状況 
シンガポール政府は、1997 年 4 月に「教育分野における IT マスタープラン（Master Plan for 

IT in Education）」を発表し、2002 年に学校カリキュラムの 30%を、IT を活用した教育とすると

いう大目標を掲げた。政府はこの「教育分野における IT マスタープラン」実現のため、1997 年

から 2002 年までの 5 年間で 20 億 S ドルを投資し、コンピュータ関連施設・設備の整備、ネット

ワーク環境の構築、ソフトウェア整備、教師のトレーニング等を実施した。シンガポールがこう

した計画を策定した背景には、世界各国の先進国が様々な教育の情報化を進めていたことも影響

していたようである。 

IT 教育マスタープランは、「IT を活用した授業を全ての学校で実施するための戦略」であり、

その為に今後 5 年間での目標を立てたものである。マスタープランの目標は以下の 4 点である。

a） 学習環境をより良くするため、学校間及び国際社会とのリンクを拡大する学校間でのネッ

トワークの構築、教育現場でのインターネットの活用等教育現場において IT を活用した

先進的プロセスを採用する教育現場での教育ソフトの利用、視覚教育への IT の利用、理科
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実験等における測定器としてのセンサーの利用等 
c） 創造性豊かな思考能力を育成し、生涯学習を発展させる創造的な思考力を身につけるため

の IT 活用促進。生涯学習へのヴァーチャルカレッジ等 IT 教育の活用促進。教育分野の管理シ

ステムを改善し IT の利用を促進する成績処理等、教師の各種マネジメントツールへの IT
の導入 2002 年までに実現すべき大きな数値目標としては、以下を掲げた。コンピュータを活用

した授業を、授業全体の 30%とする。 

b） 生徒 2 名に 1 台のコンピュータを設置する。 

c） 全学校のネットワーク化、全ての教室及び学習エリアからのインターネット、デジタルメ

ディア、コースウェアへのアクセスを可能とする。シンガポール・ワンへの接続。学校間

にまたがる教師同士のリソースの共有を可能とする。 

e） 小学校 4 年生以上の全生徒へのインターネットアカウント配布等である。 

IT 教育マスタープラン発表当時の 1997 年においても、シンガポールでは、典型的な小学校で 1

校 100 台、中学校では 低でも 40 台（多くの中学校はそれ以上のパソコンを保有）のパソコンが

設置され、インターネット接続も殆ど全ての学校から可能となっていた。当時約 17,000 名の教師

達もインターネットアカウントを所持していた。政府はシンガポールが小国であることのメリッ

トを活かし、なるべく早い時点での教育の情報化を進めたいと考え、またそれが実行できると自

信を持って、IT 教育マスタープランを創設したと言える。  

当時の目標では、まず 3 年以内に、小学校で 6-7 名の生徒に 1 台のコンピュータ、カリキュラ

ムの 10%を IT の活用をしたものとし、中学校及びジュニアカレッジでは 5 名の生徒に 1 台のコン

ピュータ、カリキュラムの 14%を IT 活用したものとする、2人の教師に 1 台のコンピュータを整

備するというものであった。1999 年までの目標パソコン設置台数は、小学校 1 校当たり 150 台、

中学校は 340 台であった。 

教師に対するトレーニングもプログラムに組み込まれており、1999 年までに全ての教師が IT

を活用した授業の実施方法、IT 機器の利用方法等の研修を受けることになっている。その他、教

師に対する支援として、コンピュータを教師が個人的に購入する場合、補助金を出すという制度

も創設した。 

マスタープランは、2002 年を持って終了し、現在 Master Plan Ⅱの段階になっている。Master 

Plan Ⅱは、2002 年 7 月の Itopia(IT Opportunities, Innovations & Achievements in Education)

会議に際して策定することがアナウンスされたが、具体的な計画は詳しく示されていない。 

マスタープランを実施する途上において、教育省の認識も変わってきたようである。現在、教

育省が強調するのは、IT Education ではなく IT in Education である。確かに、マスタープラン

のタイトルも IT in Education になっている。マスタープラン策定当時は、その目標にパソコン

の設置率等も入っていたことから、ハードを入れることに相当のエネルギーが費やされた。また、

教師自身がパソコンに習熟するために、ワープロ、表計算、プレゼンテーションソフトの習得に

努めたことから、IT のハード・ソフトを入れ、それを使いこなすことに一生懸命になったようで

ある。しかしながら、計画を進めるにつれ、やはり大事なのは教育方法論に基づく授業を実施す

ることであるとの認識に至った。IT は教える対照ではなく、教えるための道具であるという結論

に達した。そのため、生徒２人に１台というような目標はあまり意味がなく、校長が、その教育

環境に照らして自由な裁量でハード・ソフトの導入も行えるようになっている。 
これに加えて、他人の考えを尊重すること、すなわち著作権の大事さについて生徒に教えつつ、
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教育方法、成績の評価方法の情報交換等、IT を利用した教育の種々のサポートのあり方にについ

て、真剣に検討、実施する段階に至っている。 
 

１．８．２．IT 人材の状況 
IDA（情報通信開発庁）は毎年 IT 技術者の状況について調査を行っている。2004 年 8 月発表の

2003 年の調査（IDA「2003 Annual Survey on InfoComm Manpower」：本報告書の巻末に参考とし

て添付。）は、IT 関連産業 732 社、非関連のユーザ関連 2,182 社のあわせて、2,914 社に対して行

われた。この調査によれば、ICT 技術者は、2003 年時点で 104,320 人、昨年度から 0.42％の増加

であった。この人数は、シンガポールの労働人口の 4.9％を占めている。また、このうちの半数

が IT 関連産業で、半数が非関連である。これは、2002 年の調査結果とほぼ同様である。IT 関連

産業で働く人材は 2002 年から 0.4％減ったのに対して、非関連のユーザー企業で働いている人材

は 1.2％増えている。 

 

図 1.2 シンガポールの情報通信技術者の推移 
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出展：IDA 

 

IT 関連産業への就業者のうち、50％以上が、ハードウェア若しくは IT サービスセクターで雇

用されている。その他は、ソフトウェア、通信、メディア産業等に就いている。ユーザ産業にあ

っては、金融セクターが 32.5％、卸・小売りが 18.0％であり、その他は製造業等である。技術者

が就いている職種については、アプリケーション開発・実装、テクニカルサービス、セールス・

マーケティングがトップ３となっていて、これらだけで、全体の 40％以上を占めている。 

１位 技術サポート    16.0％ 

２位 アプリケーション開発・実装  14.9％ 

３位 セールス・マーケティング  13.7% 

４位 トップマネージメント   12.7% 

５位 システム/ソフトウェア設計・管理  11.8% 

６位 テクニカル・ヘルプデスク/コールセンター  8.5% 

７位 ネットワーク設計・管理    5.5% 

８位 スペシャリストサポート・サービス  3.6% 

９位 教育・訓練      3.5% 
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10 位 コンサルタント     3.0％ 

11 位 デジタルメディア     2.6％ 

12 位 通信設計・管理       1.7％ 

13 位 研究者           0.7％       出展：IDA 

 

学歴については、41.0％が学士の学位、13.0％がマスター以上の学位をもっており、IT 技術

Diploma（高専等の卒業資格）が 26.0％になっている。 

性別では、３分の２以上の 67.7％が男性である。年齢的には、75％が 40 歳以下となっている。

なお、他産業では、この年齢層は 54.7％であり、IT 技術者の若さが際立っている。 

 

図 1.3 学歴による分類 
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出展：IDA 
 

図 1.4 年齢による分類 
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企業が考える重要な IT 技術者のスキルは、セールス・マーケティング、ビジネス継続/災害復

旧マネジメント、IT プロジェクトマネージメント、品質保証管理、データベース管理の五つとな

っている。また、こうした人材が不足していると指摘しており、中でも IT プロジェクトマネジ

メントとデータベース管理の人材が不足している。ウィルスやサイバーテロ対策といったセキュ

リティ関連の対応を迫られている関係から、ビジネス継続/災害復旧マネジメントのスキルの重要

性が高まっているのが今年の調査の特徴である。 
2002 年には、3,000 人の労働不足があったが、2003 年には 1,030 人を大幅に減少している。
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これは SARS、テロやイラク戦争などの不確定要因を考慮し必要とされる労働力の見積もりを押

さえたためである。減少率は IT 企業が前年度比-46.1％、ユーザー企業が-72.3％とエンドユーザ

ーとなっており、ユーザー企業のほうでより労働不足が解消されている結果となっている。 
 
 

１．８．３．IT 技術者資格制度 
旧国家コンピュータ庁（NCB、現情報通信開発庁：IDA）及びシンガポール・コンピュータ協

会（SCS:Singapore Computer Society）では、1998 年 11 月に The National IT Skills 
Certification Programme（国家 IT スキル認定プログラム）を創設し、IT 技術者をリクルートす

る際の参考となるような IT 技術者認定制度を 1998 年 11 月 26 日に開始した。まずは IT プロジ

ェクト管理者（IT Project Manager）の認定からスタートしたが、その他に、一般的な PC 利用

技能を資格化した、PC Driving Test を導入した。 
シンガポールの IT 資格に関しては、複数の機関の連携により行われている。IDA の他に、SCS

（Singapore Computer Society）、NICC（National Infocomm Competency Centre）、ISS
（Institute of System Science）である。IDA が全体管理、SCS が資格の付与、NICC が資格制

度の認定、ISS が資格の内容、研修カリキュラムの開発となっている。このような、各種のファ

ンクションが分離されているのは珍しいケースだと思われる。我が国の情報処理技術者試験は、

経済産業省と情報処理技術者試験センターとで完結される大きな制度である。これに対して、シ

ンガポールの制度は自己完結する制度とはなっていない。 
これは、シンガポールのマーケットサイズが極めて小さいこと、情報処理従事者が 10 万人程

度しか居ないことから、自国のみで完結する制度を実施するのは非効率だからである。SCS はコ

ンピュータの学会であり、ISS はコンピュータに関する教育・研究機関であり、資格のための団

体ではない。NICC は、資格のために設立された団体であるが、本来 IDA が行う資格認定機能を

独立させたようなものである。 
シンガポール自ら行う資格は、上記、CITPM と PC Driving Test であり、 上級の資格と

低限の「免状」であり、その中間部分は全くない。この部分の機能を担うのが、NICC である。

世の中には、国家及び関連の機関が実施する資格もあるが、例えば、マイクロソフト、オラクル

等が実施する資格試験がある。NICC はこうした資格を認定する業務を行っている。民間の資格

であっても、その資格試験制度が一定の基準を満たしていると判断した場合は、これを NICC に

適合する資格試験として認定している。NICC は、アジア ICT 連合等を通じ、この活動を国際的

に拡大することを検討している。 
なお、シンガポールの CITPM は、2001 年８月、我が国の情報処理技術者試験（プロジェクトマ

ネージメント）とのスキルスタンダード相互承認につき、相互認証の MOU を締結した。 
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２．フィリピン 

 

２．１．フィリピンの概要 
 

２．１．１．概況 
フィリピンは、1898 年の米西戦争の結果、約 300 年にわたるスペインの植民地からアメリカ

の植民地となった。第二次世界大戦時日本に一時占領されたが、1946 年にアメリカから独立した。

スペインと米国の植民地支配を通じて、輸出向けプランテーション農業が行われてフィリピンを

豊かな国にしたが、プランテーションを保有する大地主層が形成された一方で、無数の土地を持

たない農民は貧困のままであった。こうした貧富の差がフィリピンの根元的な問題である。IT に

関しても、世界的レベルで活躍する技術を有する一方で、全く IT 機器を利用できない層が存在

している。 
南シナ海とフィリピン海の間の島嶼国家であり、国土面積は約 30 万平方キロメートルで、首

都圏を含め 160 地方（州）と 73 の地方自治体（県）から構成される。国土面積は 299.4 千平方

キロメートルで、7,109 の島がある。地形はそのほとんどが山岳地帯であり、海岸に狭い平野部

がある。また、フィリピンはマレーシアやインドネシアと極めて近い位置にある。欧米列強の植

民地支配により人為的に引かれた境界が現在の国境であるが、民族的、宗教的なルーツは別のと

ころにあり、このことが現在の一部での内戦状態の遠因になっている。 
フィリピンの人口は 2003 年 6 月現在、8,460 万人で、2010 年頃には 1 億人を越すといわれて

いる。また、2000 年で 14 歳以下の若年層の人口に占める比率は 37%で人口に占める若年層の比

率が極めて高い人口構成であることが特徴である。来日フィリピン人は毎年増加しており、特に

芸能関係者と日本人との配偶者の増加が多い。日本在留のフィリピン人は、2002 年 12 月の時点

で 16 万 9,359 人で韓国・朝鮮、中国、ブラジルに次ぐ 4 位である（全体の 9.1%を占める）。 
フィリピンは人材の輸出国とも言われ、上述の芸能関係者のみならず、家事手伝い、工事関係、

看護士等の多くが欧米、中東、ASEAN 諸国で働いており、彼らの本国への送金が、フィリピン

経済の大きな柱となっている。 
 

２．１．２．宗教 
スペイン統治下にあった 16 世紀から 19 世紀の終わりにかけてキリスト教の布教が行われ、ア

ジア諸国の中では唯一、キリスト教徒の割合が 92%（カトリック 83%、プロテスタント 9%）と

人口のほとんどを占める。フィリピン南部はミンダナオ島を中心に全人口の 4.6%を占め、貧困問

題と密接に関連しミンダナオ島にイスラムの自治地域を求める「モロ・イスラム開放戦線」を結

成し、国軍との武装闘争を展開している。また、南部バシラン島を拠点に「アブ・サヤフ」と呼

ばれるイスラム原理主義過激派組織も反政府活動を行っている。 
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図 2.1 フィリピンの地図 

 

（出典：CIA  The World Factbook 2003） 

 
２．１．３．言語 
米国支配時代、米国は多数の英語教師を派遣して徹底した英語教育を行った。また独立後もア

メリカの強い影響下にあったため、英語を話す人口が高く、英語とフィリピノ語（タガログ語が

基本になっている）が公用語となっている。一方、商業上や法律上では英語が公用語とされてい

る。周辺諸国の文化的影響も受けており、南部ミンダナオ地域は北部ルソン地域、中央部ビサヤ

地域と比較し、イスラム教徒の割合が高い。 
 
２．１．４．教育制度 
フィリピンの教育制度は、原則初等 6 年、中等 4 年、高等 4 年となっている、このうち大学の

4 年間は、医学部や法学部で 8 年となるなど学部ごとによって異なる。識字率は全人口 94.6%（男

性 95%、女性 94.3%）、機能的な識字率（Functional literacy）は 83.8％で、東南アジア諸国の
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中では高い順位である。 
 

２．１．５．政治体制 
独立後は 1965 年までの 20 年間、マヌエル・ロハス、エルピデイオ・キリノ、ラモン・マグサ

イサイ、ガルシア、デイオスダド・マカパガルの 5 人の大統領が登場したあとに、1965 年マル

コス政権が誕生した。マルコス政権は 86 年までの約 20 年にわたりフィリピンを支配した。その

後、コラソン・アキノ、フィデラル・ラモス、ジョセフ・エストラーダを経て、アロヨ政権とな

った。2004 年 5 月の大統領選挙では、アロヨ大統領が、フェルナンド・ポー・ジュニア氏を破

り再選を実現した。 
アロヨ政権の二期目の 大目標は、高い人口増加率を背景に、経済の活性化による雇用の確保

であると言える。しかしながら、反政府勢力のテロ活動(2005 年 2 月 14 日のバレンタインデー同

時多発爆弾テロ事件)など、不安定な面をも抱えた厳しい政局運営が求められている。 
 

２．１．６．経済動向 
フィリピンの産業構造は、同国国土は 26％が農地であり労働力の 39%が農業に従事している

が、農林水産業の GDP に占めるシェアは 2 割に過ぎない。さらに GDP に占める農業の割合は、

長期的には低下する傾向を示している。また、製造業は横ばいで推移している。一方、サービス

業の GDP シェアが拡大している。工業製品の GDP シェアは低いものの、半導体・記憶デバイス

に関しては、アジアの製造拠点となっている。 近では、その英語力を生かしたコールセンター

機能、ソフトウェア開発、アニメなど IT 関連産業も発展している。 
フィリピンの 大の産業は「人材の輸出」と言われている。これは、国内に大きな雇用機会が

ないのが原因であるが、海外労働者（OFW）は 200 国で 750 万人となっており、GNP の 7%以

上にも達する。経済成長率はアジア通貨危機の影響を受けて 1998 年には経済成長率は前年の 5％
に比べマイナス0.6％に落ち込んだものの1999年には3.4％、2000年には4％、2001年には3.4％、

2002 年には 4.6％の成長率を記録。2003 年時点で、GDP は 804 億 2,500 万米ドル、一人当たり

の GDP は 978 米ドル、経済成長率は 4.5%、インフレ率は 3.1%（2002 年）となっている（ジェ

トロ情報ファイル http://www.jetro.go.jp/jetro-file/）。 
 

２．１．７．労働人口 
2002年の時点で8,460万人の人口のうち、労働人口は 3,310万人で、うち失業率は 10.2% (2002) 

となっており、都市よりも農村に多く集中し、農業の停滞によって農村における過剰労働力を生

み出している。 
 
 

２．２．フィリピンの IT 政策 
 

２．２．１．基本政策の経緯 
フィリピンは、他の ASEAN 諸国に先駆けて、政府の情報化プロジェクトを中心として IT 化

を推進した。政府部内では 1969 年にコンピュータ化計画が持ち上がり、1971 年 6 月に National 
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Computer Center（NCC）が設立され、政府部内のコンピュータ化に取り組むこととなった。 
しかし、その後 1980 年代まで続いた国内政情不安と政権交代毎に新しく打ち出されるが政策

通りに履行されない IT 政策、シンガポールやマレーシア等周辺新興アジア各国の IT 化の動きが

急となったこと等の影響もあり、フィリピンは国家 IT 化に関してアジア諸国に遅れを取った形

となっている。 
フィリピン政府は国家 IT 戦略として「国家情報化計画（National Information Technology 

Plan；NITP）」(1989 年)、「NITP2000」(93 年策定、1994 年 7 月施行)を発表、その推進組織と

して NITC（National Information Technology Committee）を設立した。その後、民間企業の

活況と対照的に、国家レベルでの情報化計画「NITP2000」の進展は乏しいものであったため、

政府は 1997 年 10 月 28 日に NITP2000 計画を改訂する形で、1998 年からの 10 ヶ年 IT 国家戦

略である「National Information Technology Plan for the 21ST Century（IT21）」を策定した。

翌 1998 年 2 月 23 日、「IT21 プラン」の開始が発表され、21 世紀にフィリピンを「アジアの知

識集約センター」とすることが目標とされた。現在でも、これが基本政策となっている。 
 

表 2.1 フィリピンの IT 化の経緯 
 

年 情報化の動き 概要 
1967 年 フ ィ リ ピ ン コ ン ピ ュ ー タ 協 会

（PCS:Philippine Computer Society）設

立 

IT 専門家の集まり。現在の会員数は 700 以上（個

人・団体両方含む） 

1971 年 国家コンピュータセンタ（NCC:National 
Computer Center）設立(大統領令 322号) 
 

大統領府直属の情報化推進機関。政府機関に対す

るコンピュータ利用の啓蒙促進、システム開発、

情報化政策提言等。 
1989 年 情 報 技 術 調 整 評 議 会 （ ITCC:IT 

Coordinating Council）設立 
 

1994 年 
7 月 

「 国 家 情 報 化 計 画 2000 」

（NITP:National IT Plan 2000）承認 
世界における競争力の強化と国民のエンパワメ

ントに焦点を当てたもの。 
 国 家 IT 評 議 会 （ NITC:National IT 

Council）設立(大統領令 190 号) 
議長：科学技術省大臣  
副議長：国家経済開発庁長官、民間代表者 
NCC 長官も同評議会のメンバ。ITCC の後継的位

置付け。情報化の重要性が叫ばれるにつれ、98
年、99 年の２度に渡って NITC の位置付け、役

割等が見直されてきた。 
98年にはE.O469 により IT21の実施機関として

任命。 
1998 年 
2 月 

「21 世紀に向けた国家情報化行動計

画」（IT21:IT Action Agenda for the 
21st Century）施行 

 

NITP2000 の補完的位置付け。フィリピンをアジ

アのKnowledge Center とすることを目標とした

具体的な行動計画を３フェーズ（フェーズ１：～

2000 年、フェーズ２：～2005 年、フェーズ３：

～2010 年）に分けて記述している。 
1998 年 The Intellectual Property Code of 

the Philippines (共和党令 8293 号) 

コンピュータソフトウェアとその他の知的財産

権に保護に関して定めたもの。 
2000 年 
5 月 

コンピュータウィルス”I Love You”事
件発生 

フィリピンで作られたウィルス 

6 月 「電子商取引法」（E-Commerce Bill）
施行（共和国法第 8792 号） 

電子文書にも紙文書同様の法的効果を与えるこ

とが大目的だが、コンピュータ犯罪やコンピュー

タ不正アクセス、違法コピー、ウイルス照会等に
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対する罰則も含まれている。 
7 月 政 府 情 報 シ ス テ ム 計 画

（ GISP :Government Information 
Systems Plan）承認 

電子政府実現に向けたビジョンとフレームワー

クを策定。５年間の総予算額は 212 億ペソとして

いる。NITC が総合的な取りまとめを行い、NCC
が支援することとなっている。 

 情報技術・電子商取引評議会（ITECC:IT 
and EC Council）設立(大統領令 264 号) 

 

議長：貿易産業省大臣  
副議長：科学技術省大臣、民間代表者 
NITC と ECPC の統合により誕生。IT21、GISP
の実施機関、電子商取引促進の国家計画や戦略の

策定、大統領や議会に対する ICT 政策に対する提

言、全ての ICT 及び電子商取引に関する調整を行

う。 
2001 年 5 月組織変更（大統領令 18 号）によ

り、大統領府直属に移管。 
議長：大統領  
副議長：貿易産業省大臣、民間代表者 
8 人の政府関係者と 7 人の民間人がメンバ。 
官民両方が参加した組織で、電子政府、インフラ、

人材、電子商取引、法制の 5作業部会が活動して

いる。将来的には、IT 省に格上げされるものと予

想される。 
2003 年

2 月 
ITECC Roadmap 2003 USAIDの支援により ITECCと米企業AGILE

が作成、ICT 分野における優先度の高い 21 プ

ロジェクトを 12-18 ヶ月以内に完了させるた

めの指針。 
2004 年

1 月 
Commission on ICT 2004 年 1 月制定、大統領府直属。ICT 省へ

の昇格が検討されるものの、大統領選挙等の

結果により左右されると考えられる。 
 

２．２．２．IT21 
国家 IT 開発戦略である「IT21」は、21 世紀にフィリピンを“Knowledge Center in Asia”と

することを大目標に掲げ、2010 年までに徐々に IT 化を進めていくとしている。実施スケジュー

ルは 3 フェーズに分かれている。http://www.neda.gov.ph/Subweb/IT21/it21.pdf 
フェーズ 1（～2000 年）：21 世紀までに、フィリピン国内の全産業、政府機関、学校、家庭か

ら IT（情報技術）にアクセスするためのインフラを整備する。 
フェーズ 2（～2005 年）：2005 年までに、IT 利用を日常生活に普及させ、フィリピン企業が

競争力のある IT 製品を世界市場に提供できるようにする。 
フェーズ 3（～2010 年）：2010 年までに「アジアの知識センター」となる。 
 
具体的には、次表の通りである。 
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表 2.2 IT21 計画のフェーズ I の目標 
施策概要 実施時期 
1.IT 環境整備 

IT 及び関連エレクトロニクス産業への投資促進 
（ベンチャーキャピタル支援や R&D 投資促進のための法律制定等） 

1997-2005 

投資手続きの見直し（外国投資の更なる自由化等） 1997-1998 
ITA 協定に沿った IT 製品関税の段階的廃止 1997-2000 
IT 製品・サービスに対応した知的所有権保護体系の確立 1997-1998 

 
 

テクノパーク、サイバーシティの開発 1997-2000 
2.通信インフラ整備 
 フィリピン全土におけるユニバーサルアクセスの提供 1997-1998 
 フィリピン・インフォメーション・インフラ（PII）の構築 1997-2000 
 通信産業分野への投資促進 1997-1998 
 サイバー法の創設 1997-2000 
 テレワーキング、テレコミューティングの促進 1998 
3.IT 人材開発 

IT 専門家、IT 能力を持った人材育成（学校教育含む） 1997-2000 
IT Centers of Excellence の創設 1997-2000 
国内外企業・研究機関が協力した全国レベルの IT 研究機関創設 1997-2005 
教師/IT トレーナーへの IT 教育の継続 1997-2000 
高度な遠隔教育の実現 1997-2005 

 

インターネットを通じた生涯学習システムの開発 1997-2005 
4.IT 産業育成 

政府重要システムの情報化促進（予算管理、税、公安、環境保全等） 1997-2002 
行政サービスの情報化 1997-2001 
全政府機関のネットワーク化と全 ISP の相互接続 1997-1998 
官民双方の Y2K 対応 1997-1999 
IT 開発基金の創設 1997-1998 
政府情報システムアウトソーシングのための金融スキーム検討 1997-1999 
高付加価値新製品、サービス、アプリケーション開発促進 1997-2000 

 

民間の R&D 活動を推進する金融支援の提供 1997-1999 
5.機構改革 

NITC 再編成（民間の役割を増加させる） 1997-1998 
IT21 を実現するための NITC タスクフォースの設置 1997-1998 
IT21 実施のための民間アドバイザリー・カウンシル創設 
（メンバー50 名程度） 

1997-1998 
 

 

政府部内の IT 利用を促進するための NCC の強化 1997-1998 
6.IT21 プランの周知徹底 
 全国レベルの意見交換、支援タスクフォース設置 1997-2000 
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IT21 及びフィリピン IT アクションアジェンダの広報 1997-1998  
IT21 ホームページ製作 1997-1998 
 
 

表 2.3. IT21 計画のフェーズーII の目標 

 
 

表 2.4 IT21 計画のフェーズーIII の目標 

  
 

２．２．３．その他の IT 産業振興政策 
IT 産業振興のために、2001 年「Internet Strategy for the Philippines」が策定された。これ

は貿易産業省（DTI）が民間の協力を得て作成されたもので、電子商取引促進へ向けた投資環境

を整備する包括的な計画となっている。フィリピン企業がフィリピン人材の強みを 大限に活用

できる市場を特定すること、同時に政府が IT 開発や電子商取引の助長のためインフラ面、教育

面、資金面、政策面の環境を整備することを目指した。 
また「中期経済計画」の一部である「フィリピン輸出開発計画 2002－2004」にはフィリピン

輸出戦略の毎年及び中期計画が策定されている。この中でマイクロエレクトロニクス産業や IT
関連サービス産業における競争力ある製品やサービスの維持と同時に、成長する可能性のある製

品やサービスの競争力向上を目的としている。 
ソフトウェア産業振興のために、ITECC は 2003 年 US-AID の協力のもと「能力成熟モデル」

（Capacity Maturity Model; CMM）を実施、フィリピンのソフトウェアハウスのアウトソーシ

ングビジネス強化を図っている。 
一方、投資計画として貿易産業省（DTI）傘下の投資委員会（BOI: Board Of Investment）は

2003 年 4 月「2003 年投資優先計画（IPP）」を発表、AFTA（アセアン自由貿易地域）の進展を

はじめとする地域経済連携や貿易自由化に対処するため、国際競争力の強化が必要との認識を示

した。同計画では重点政策として、雇用創出、中小企業育成、産業集積地の形成、農業の近代化

による生産性向上、輸出拡大のほか、IT 産業の強化含む 11 項目を掲げている。このうち、産業

集積形成の具体策として政府は、部品プライヤーの誘致に積極的に取り組んでいる。フィリピン

（目標） 
1) 民間企業の IT 利用促進（フィリピン製のソリューションを活用） 
2) 国内外で通用するフィリピン国産 IT 製品、サービスの開発 
3) 政府による IT 利用を通じた公的サービスの実施 
4) IT 教育・訓練の充実 
5) 通信分野の高成長を持続 

（目標）  
1) フィリピン IT 製品・サービス開発 
2) 知的創造社会へ向かった更なる IT 改革の推進 
3) フィリピン IT 産業の高成長維持 
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では HDD をはじめとするコンピュータ部品関係は、比較的産業集積が見られるものの、自動車、

家電、一般機械の分野では、部品サプライヤーの集積は不十分である。部品サプライヤーの不在

は、調達コストの上昇を招き、他国への生産拠点移転にもつながるため、DTI は競争力のある進

出部品サプライヤーへの支援を強化している。 
また BOI では、2000 年 3 月フィリピンをアジアにおける情報技術のハブとすべく専門的 IT

サービス（Prof.ITS.: Professional Information Technology Services）プログラム(Prof.ITS' HUB 
Program) を発表した。十分な Prof.ITS.地域となるには、優秀な人材確保、通信・電力インフラ

完備、安価な事務所スペースの確保、24 時間型の職場環境が必要とし、本分野での競争相手国で

あるインド、アイルランドを十分に意識して、優遇税制を中核とする政策的な優遇措置を実施し

ている。 
 

２．２．４．ITECC Roadmap 2003 
2003 年 2 月に情報技術・電子商取引評議会（ITECC）より ITECC Roadmap 2003 が策定さ

れた。これは今後の IT 戦略についてのロードマップで、USAID の支援によって ITECC と米企

業 AGILE (Accelerating Growth Investment and liberalization with Equity)が作成したもので

ある。e-Philippines を推進すべく、優先度の高い 21 プロジェクトを 12-18 ヶ月以内に完了させ、

ICT サービス分野におけるフィリピンの可能性をグローバル市場に活用することを目的とする。

市民の IT へのアクセス、質の高い教育、効率的な政府サービスを通じ、市民生活の質の向上を

図るため、電子政府、人材育成、ビジネス開発、法的環境整備、インフラ整備などの広分野にわ

たる方向性が明記されている。また、この中で ICT 省の設立が提案されている。 
ロードマップの中では、これまでのフィリピン ICT 政策並びに現状を分析した上で、IT 先進

国であるアイルランド、インド、シンガポールの IT 振興策等を例示しながら、IT 分野で競争力

を高めるための今後の方向性が具体的なプロジェクト内容とともに明記されているおり、今後の

フィリピン IT 分野における指針として期待されている。予算付けがなされ具体的プロジェクト

を着実に実施することが重要な鍵となると考えられる。 
ITECC ロードマップの概要と具体的プロジェクトは次頁の通り。 
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表 2.5 ITECC ロードマップが掲げる主な問題点と解決策 

 

 現状 解決策 

ICT 管轄省 貿易産業省（DTI）：電子商取引担当 

科学技術省（DOST）：インフラ担当 

国家通信委員会（NTC）：テレコム担当 

情報技術・電子商取引協議会（ITECC）： 
大統領直属の IT 政策決定機関だが、現状

は予算も影響力もない結束力の乏しい機

関。 

ICT 省の設立 

例）マレーシア、インド、シンガポールなどは ICT

省設立済。 

外 資 企 業

の 不 安 要

因 

・政情不安、治安の悪化。 

・IT 人材の魅力はあるがインフラ、優遇政策

等において国の魅力が低い。 

・所轄官庁の多さ、手続きの煩雑さ。 

・グローバル基準に満たすインフラ整備の完備。 

・政府ポータル、手続き窓口を一つに集約。 

インフラ ・マニラ市内のインフラ(光ファイバー等)は

整備され安価だが、市外のインフラ未整備

地域の利用料金が高額。 

・電力が不安定。 

・グローバル基準にあうようなインフラ整備の完備

 

今 後 注 力

す べ き 分

野 

 ニッチ分野に注力し、フィリピンの強みを伸ばす。

・コールセンター(Customer Contact Center) 
・医療情報データ処理(Medical Transcription) 
・ソフトウェア開発 

・アニメーション 

 

 

表 2.6 ITECC ロードマップが掲げる分野別ビジョンと優先プロジェクト 

 

分 野 別 ビ

ジョン 

ビジョン 21 のプロジェクト 

電子政府 ・簡易手続きによる同国内のビジネス参入 

・基本サービスの効率性、アクセスの簡易化、

透明性の確保 

・国内市場に対する 大顧客としての政府へ

の売り込み 

・IT 利用促進を目的とした環境整備 

・海外出稼ぎ労働者手続き簡略化と IT 技術者デー

タベースの構築 

・簡略手続きと透明性を確保した電子政府ポータ

ル構築。 

・全ての政府購買に対する電子調達の拡大 

・電子政府センタの設立（監督官庁は 1 つに集約）

・地方政府の電子政府化促進 

人材育成 ・基礎教育における IT 利用の増加 

・SCM による IT 知識とスキルの質向上 

・IT 知識とスキル開発の促進 

・海外在住フィリピン人 IT 技術者の利用 

・ハイレベル e-learning センタの設置 

・IT サービス技術者のスキル標準と認証 

・ICT スキル調査の実施 

ビ ジ ネ ス

開発 

・フィリピンブランドとイメージの構築 

・競争力のあるニッチ分野への注力 

・アウトソーシングにおけるターゲットの明

確化 

・IT サービス分野の対外向けマーケティング強化

・IT 監督省庁集約（IT 関連産業ポータル構築等含

む） 

・IT 関連中小企業振興 

・ニッチ分野の R&D 

・IT 企業の能力成熟モデル（CMM）認証 

法律環境 ・ICT 省設立による合理化、組織化 

・新技術の重要問題に対応する法整備の強化

・法整備と電子商取引の促進、ICT への投資

を目的とした枠組の構築 

・ICT 省の設立 

・サイバー犯罪とセキュリティー法の策定 

・個人データ保護法 

・よりよいサービス提供への規制 
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イ ン フ ラ

面 

・ICT 関連リソースの統合 

・グローバルスタンダード標準のネットワー

クサービスの機能向上 

・IT セキュリティプログラムの開発 

・政府 ICT リソースの統合 

・コミュニティベース eセンタ構築 

・グロールスタンダードの通信ネットワーク 

・国家 IT セキュリティプログラム実施 

 
 

２．３．フィリピンの IT 関連機関 

 
先述のように、現在フィリピンの IT 担当機関は再編期にある。2003 年までは、フィリピン IT

政策の企画立案機能は IT 情報技術・電子商取引協議会（ITECC；the Information Technology and 

Electronic Commerce Council）に属していた。 

ITECC は、2000 年 7 月に設立された大統領直属の組織であり、NITEC（National Information 

Technology Council）と電子商取引担当の ECPC（Electronic Commerce Promotion Council）が

合併して設立した。官民両方が参加した組織で、電子政府、インフラ、人材、電子商取引、法制

の 5 作業部会が活動し、政策決定 高機関。議長は、フィリピン国大統領、副議長は、貿易産業

省長官、民間代表者がメンバとなっている。具体的には、科学技術省長官、国家経済開発庁長官、

運輸通信省長官、予算行政管理省長官、教育省長官、内務・自治省長官、高等教育開発評議会長

官、国家コンピュータセンタ長官、民間代表者 7 名で構成される。 

その後、2004年1月12日大統領令269号により、CICT(情報通信技術委員会：Commission on ICT)
が、大統領府傘下に設立され、情報通信関連の政策決定、計画調整、実施､規制を行なう 高意思決定

機関となった。委員長には運輸通信省の Virgilio Pena 次官が任命され、同委員会は ICT 省設立まで

の暫定機関となると目されている。省庁の改編には通信業務を管轄する運輸通信省の組織改編も伴

い立法化が必要とされる為、現在は委員会として大統領令により CICT は設立されたと考えられる。

これに伴い、科学技術省から電子政府を担当する NCC が CICT の下に移管され、運輸通信省からは

通信関連部局が移されている。また国家通信委員会（NTC）とフィリピン郵政公社が外局として CICT
の関連機関になっている。これに伴い、ITECC も改変される。ITECC は議長が大統領であるように、

意志決定機関となっている。 
2005 年 2 月現在、CICT を ICT 省(DICT:Department of ICT)に格上げするための法案が国会にお

いて審議されており、IT の所管が一元化されることが期待されている。また、これに伴い、ITECC
は諮問機関として存続することになるが、大統領をはじめとする、行政機関の長はメンバを離れるも

のと予想される。 
 
その他、関係組織としては、以下の組織があげられる。 
科学技術省（DOST；Department of Science and Technology）：Science and Technology Master 

Plan Science and Technology Master Plan(STMP、現在は 2020 年まで定めた STMP2020 策定)に基

づき官民における科学技術分野振興 

a） 貿易産業省（DTI；Department of Trade and Industry）：電子商取引担当、ICT 産業振興。 

b） 運輸通信省（DOTC；Department of Transportation and  Communication）：テレコム担当

省庁 

c） 国家通信委員会（NTC；National Telecommunication Committee）：電気・電機サービスの

監督機関 
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d） 国立コンピュータセンタ（NCC；National Computer Center）：NCC（国家コンピュータセン

タ）:政府機関に対するコンピュータ利用の啓蒙促進、システム開発、情報化政策提言等。

電子政府計画に基づき実施を行う。大統領府傘下で設立、その後 DOST 傘下を得て、2004

年１月に CICT に統合。 

e） ASTI(Advanced Science and Technology Institute) R&D 及びネットワーク関連技術を

担当。DOST 傘下。 

 

 

２．４．フィリピンの電子政府 

 
２．４．１．概要 
政府情報システム計画（Government Information Systems Plan：GISP）及び電子政府技術協力

プログラム（Technology Support Program for E-Governance (SUPRE-GOV)）に基づき、政府内の

電子化は進められている。 

フィリピン政府の HP（www.gov.ph）を見ると、フィリピン地域・観光案内、電子サービス、

政府の求人情報、教育や政治などテーマ毎のフォーラム設置、アロヨ大統領の講演演説や遊説の

映像等、充実した内容となっている。特に電子サービス（http://www.gov.ph/eservices/default.asp）
ではオンライン納税システム、ビジネスネーム登録（商標登録？）、論文の提出、政府求人情報

（http://www.gov.ph/jobs/default.asp）、社会保障制度の確認、婚姻届、出生届、死亡届、.gov.ph
ドメイン取得等、約 30 の政府サービスの手続きを行うことができる。 

 
２．４．２．中央政府における電子政府の取り組み 

GIPS 並びに DOST が策定している SUPRE-GOV などの電子政府政策を受け、政府内では IT
化を推進している。NCC が 2003 年 6 月に発表した中央政府内における電子化状況は下記の通り

（348 政府機関のうち 210 機関を対象）。政府機関個別にみると、中でも国有企業、科学技術省、

office of the president、貿易産業省などの電子化が特に進んでいる。 
この結果を見ると、インターネット利用は 8 割近くに達しているもののうち半数がダイアルア

ップに留まるが、フィリピン国内のインターネット普及率が 2.59%、うち 5/6 がダイアルアップ

ということを考慮すると、高い利用率だと考えられる。また、1992 年には政府職員 50 名/1 台当

たりの PC 普及台数が、1997 年には 21 名/1 台、2003 年には 4 名/1 台と急速に PC の普及が進

んでいる。 
 

表 2.7 中央政府の電子化の状況 

 数値（平均値） 
一人当たり PC 台数 1:4 
インターネット利用 79% 
回線  
 ダイアルアップ 50% 
  専用回線 19% 
  DSL 14% 
利用内容  
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 メール 35% 
  リサーチ 34% 
  電子商取引 11% 
イントラネット利用 50% 
 ファイル共有 44% 

出典：NCC survey 2003 年 6 月 348 政府機関のうち 210 機関を対象 
 

２．４．３．地方政府における電子政府の取り組み 
政府の電子政府化実施機関であるNCCは、DOST指導のもとGISPに基づき地方政府の電子化を推進

してきた。2002年からはTechnology Support Program for e-Governance (SUPER-GOV)に従い、引

き続き地方政府電子化プロジェクト、e-LGU project(electronic Government in Local 

Government)を進めており、このプロジェクトは SUPER-GOV の核になっている。e-LGU プロジェクト

は 3 年間 2002 年 9 月 16 日から 2005 年 9 月 16 日まで実施される。地方政府への電子化導入にあた

っては、コスト削減のためオープンソース技術の採用を推奨している。 

e-LGUの具体的な実施内容は下記の通り。 

a） 地方政府の電子化レディネス調査 

b） 1 年目に少なくとも 1,000 政府機関を対象とした電子政府化への理解と実施の促進を目的とし

たセミナ実施 

c） 1年間に少なくとも100の地方政府にオープンソース技術を用いたウェブ構築 

d） 1 年以内に 79 州、110 市、1,496 の市制機関のウェブ構築、3 年以内に地方政府ポータル・全

てのネットワーク化  

e） 1 年以内に 100 の地方政府における情報システム計画構築を通じた ICT 分野の組織化、3 年以

内に300の地方政府を対象 

f） データ交換標準の開発による政府機関並びに地方政府の情報共有 

  

この他、NCC はプロジェクト期間中年 2 回発行の e-LUG ジャーナルを 2003 年 5 月創刊、また地方

政府の情報担当者に対し基礎的な研修を実施、地方政府機関の電子政府化に勤めている。 

2002年 6月時点での政府電子政府化状況と2003年 9月を比較すると、地方政府の電子政府化が急

速に進んでいることがわかる。2003 年 9 月現在、フィリピン国内政府のウェブ構築は、ウェブ構築

レベルを1-5に分けると、ステージ1が98.23%、ステージ2が 1.06%、ステージ3が0.71%、ステー

ジ4.5は 0%。ウェブ構築していない州市は0％と、ステージ1が殆どを占めるものの実施1年目で目

標とした全ての州市のウェブ構築を達成した。 

 

表 2.8 電子政府の達成段階 

 ホ ー ム ペ

ー ジ 開 設

以前 

開設のみ 

(Stage1) 

機能充実 

(Stage2) 

双方向化 

(Stage3) 

入札 

(Stage4) 

機能統合 

(Stage5) 

2002 年 6 月 14％ 24％ 43％ 19％ 0％ 0％ 

2003 年 9 月 0％ 98.23% 1.06% 0.71% 0% 0% 

出展：NCC  http://elgu.ncc.gov.ph/ 
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２．５．フィリピンの IT 関連指標 

 
２．５．１．通信事業 
フィリピンの電子通信分野の担当官庁は DOTC（運輸通信省）で、同省は電気通信分野における

各種政策の立案・決定を行っているが、実際の情報通信ライセンスの付与・各種規制・監督等の

オペレーションは DOTC 傘下のフィリピン国家通信委員会（National Telecommunications 

Commission: NTC）が行っている。 

以前は PLDT の独占状態で回線敷設が申し込みから半年以上かかるなどの悪状況がみられたが、

93 年ラモス政権下で周辺アジア諸国に先駆けて発表された、電話加入待ちをゼロにするという

「ゼロ・バック･ログ」政策により、通信事業の自由化・民主化を決定した。これにより固定回線、

移動体通信、国際通信の新規参入を認め、状況改善が図られた。 
新規参入者は都市中心に固定電話を敷設したため、都市と地方間の格差を是正すべく、フィリ

ピン政府は 1996 年、大統領令第 109 号により通信事業への新規参入者に対して相当数の回線敷

設義務を課した。結果、特に地方の固定電話の敷設は進んだが、これにより新規回線数は 400 万

回線に上ったものの、加入者が集まらず固定電話の普及は 1998 年より足踏み状態、また 2002
年での固定電話回線の実質稼働率は 50%となっている。依然として都市地方間の格差は縮まらず

2000 年時点における電話普及状況は都市部における電話普及率が 29.7%に対し、地方は 4.31%
にとどまっている。 
一方、携帯電話は、自由化以前は PLDT の子会社である PILTEL の独占状態であったが、93

年の自由化後、SMART、GLOBE、ISLCOM、EXTELCOM の新規参入者が事業を開始し、特

に 99年以降GLOBE及びSMARTがプリペイド携帯電話と同時にSMS(Short Message Service)
を開始して以降爆発的に加入者が増加、携帯電話の普及率は 2000 年に固定電話を上回った。こ

の SMS の利用率は、フィリピンの１日分の利用量は、ヨーロッパ大陸 1 日分と同量とも言われ

るほどである。携帯電話の急激な普及には、フィリピンでは初期投資費用が安価なプリペイド形

式の携帯電話の普及率が高いこと、敷設費用や毎月の加入料が課される固定電話が割高と感じら

れること、などの要因も考えられる。一方で自由化の結果、多くの事業者の参入、各社の競争が

激しさを増すにつれ、99 年には事業者間の接続問題が表面化している。携帯電話だけの問題では

なく各社が同時にオペレートする固定電話回線・国際電話回線への接続不能につながり、加入者

に多くの不便をもたらした。昨今では状況はかなり改善されているものの、今後益々IT 化が進む

につれ政府による積極的な調停が求められる。 
 
表 2.9 電話普及状況（2002 年） 

電話回線数 回線普及・加入率（%） 
据付済回線数 実際の加入者数 普及率 加入率 

6,914,235 3,310,933 8.7 4.17 
出展：National Telecommunications Commission (NTC), Annual Report 2002 
 
固定電話据付済回線数（うち加入者数は約半数）は 1997 年頃から横ばい状態にあるが、携帯

電話の加入者数は 1999 年から 2001 年にかけて毎年倍増している。2001 年には、携帯電話の加
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入者数が固定電話の据付済回線数を上回り、増加し続けている。 
 
 
２．５．２．インターネット動向 
フィリピンのインターネットは 1980 年代に電子掲示板（BBS；Bulletin Board System）をき

っかけに、チャットルーム、ソフトウェアのダウンロード等が主体となりピーク時には、首都マ

ニラを中心に 70 以上の BBS が乱立する形となった。しかしながらこうした BBS は国内ユーザ

同士のつながりであり、海外との接続は全く無いという状況であった。その後インターネットが

世界的に拡大する中で、フィリピンにもインターネットの概念が持ち込まれ、94 年には DOST
が発起人となり、大学を中心とする Philippines Network Foundation, Inc.が設立、64kbps でメ

ンバ間を結ぶネットワークが登場した。また民間でも同 94 年にモザイク・コミュニケーション

社がフィリピン初の商用 ISP となってインターネット接続サービスを開始、同年フィリピン政府

はコンピュータにかかる関税を 10%から 3%に減税した。この頃外資系企業が IT 製造業に大規模

投資を行った時期とも重なる。前述した 93 年の通信事業の自由化・民主化政策が策定され、特

に規制も設けられていなかったために ISP 事業者は急速に増加、1990 年代後半のピーク時は 200
社以上もの ISP が存在した。 
現在このうち NTC に登録している ISP は 53 社で、インターネット契約者数は 2002 年の時点

で 80 万、うちダイアルアップが 675,000 万、ブロードバンド契約者数が 125,000 万と、未だダ

イアルアップ回線が 8 割以上を占める。 
 

表 2.10 ISP の状況 
 ISP 事業者数（NTC 登録） 契約者数（概算） 

1996 24 100,000 
1997 17 200,000 
1998 23 300,000 
1999 31 350,000 
2000 34 400,000 
2001 64 500,000 
2002 53 800,000 

（ダイアルアップ契約者：67 万 5,000 
ブロードバンド契約者：12 万 5,000） 

出展：NTC, Annual Report 2002 
 
インターネットホストの数は 2000 年 12 月末の時点で 1 万 9,448 局、人口 1 万人あたり 2.54

ホストにとどまる。ITU(International Telecommunication Union)の調べによると 2002 年時点

でインターネット普及率 2.59%、利用者数 200 万人（総人口 7,700 万人）となっており、アジア

の中でも非常に低い普及率となっている。 
普及率が低い 大の原因は、固定電話回線の普及率が約 4%（敷設率は 8%だが、約半分の加入

率）に代表されるインフラ整備状況の遅れに加え、インターネット接続に必要な PC 購入価格並
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びにインターネット利用料が一般市民には高額であることが挙げられる。フィリピンにおいてノ

ンブランド PC 価格は 20,000-30,000 ペソだが（2003 年 1 月現在、1 ペソ＝約 2 円、急速なペソ

安となっている）、これは 低賃金レベルの 3.5 ヶ月分～5 か月分に相当し、またブランド PC は

ノンブランドの 2 倍以上の価格である。またインターネット・カフェからの利用が も多くなっ

ているが、利用料金は 1 時間あたり約 90 ペソで、これも 1 日 低賃金 250 ペソに対して非常に

高額である（尚、インターネットの利用場所は 2000 年 6 月時点で、インターネット・カフェ 30％、

教育機関 26％、職場 24%、自宅 19%となっている）。フィリピン市内通話は無料であるが、ISP
利用料金に関しては ASEAN 諸国の中でも非常に高額のため、貧富の差が激しいフィリピンにお

いては、一般市民のインターネットへのアクセスはまだ遠いものとなっているのが現状である。

今後の通信インフラ整備と PC 普及率の向上、使用料金の引き下げが重要な課題となる。 
 
 

２．６．フィリピンの IT 産業 

 
フィリピンはアジアでも有数の半導体・記憶デバイスの産業拠点で、1990 年代の後半で電機産

業を中心に製造業へ日本の直接投資が急増し、電気製品・電子部品の輸出が目覚しく拡大してい

る。輸出に占める電機製品・電子製部品の割合は 1991 年の 25%から 99 年には 62%、2000 年で

は 58%、2001 年には 52％に達し、輸出の過半数を占めるまでに成長している。 近ではハード

ウエア製品だけでなく、コールセンターやソフトウェア、デジタルコンテンツなど IT 関連産業

の発展も目覚しい。これはアロヨ政権下で策定されている「中期開発計画」（Medium-Term 
Philippines Development Plan 2001 to 2004）においても重点事項として情報通信産業の促進が

挙げられており今後のフィリピンが発展の方向として志向している産業育成の課題とも一致する

ものである。 
実際、外資系企業もマイクロソフト社、オラクル社、アンダーセンコンサルティング社等はソ

フトウェアサービス部門をフィリピンに移管している。またフィリピンはアジアの中で、バック

オペレーションやサポートサービスの、インドに続く 2 番目の基地と考えられている。これは、

極めて流ちょうかつなまりのない英語力も大きな要因である。 
 
この他、急速に発展するソフトウェア産業を広く紹介するため、貿易産業省は 2001 年から

e-service フィリピンを開催しており、2003 年はソフトウェア開発や Web コンテンツ開発、マル

チメディア製作などを始めとするフィリピン企業 132 社が出展している。開催まもない見本市の

ため海外からの来場者はまだ全体の数パーセントに過ぎないが、日本からは 20 名弱のミッショ

ンが参加している。http://www.e-servicephils.com/index.htm 
 
ソフトウェア分野についてはニッチ分野に特化することでアジアにおける e-ハブとして国際的

競争力をつけるべく、貿易産業省は特に(1)アニメーション産業、(2)コンタクトセンター産業、(3) 
医学記録転写産業、(4)Shared Service Industry、(5)ソフトウェア産業の 5 分野を促進するとし

ている。これは ITECC が 2003 年 3 月に発表した ITECC Roadmap の方向性とも合致する。 
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２．７．フィリピンのオープンソースソフトウェア 

 
２．７．１．概要 
 フィリピンでは、市場のほとんどを Windows が占めており、OSS に積極的に取り組んでいる企

業は少ない。政府としても積極的に OSS は推進していないものの、政府の ICT 政策意志決定機関

である Commission on ICT の電子政府実務機関である National Computer Center (NCC)は、地方

政府の電子政府化推進にあたっては OSS を利用するなどの取り組みも行っている。また 近、プ

ロプラエタリソフトウェアとオープンソースをテーマとした政府 CIO フォーラムなども開催され

ており、OSS に対する認知は徐々に高まっている。今後の課題としては、PC 普及率の向上、市場 

のニーズに合致したスキル教育、依然として低い OSS の認知度向上、適切な政策の策定などが挙

げられる。 

 

２．７．２．政府における OSS 政策・方針・担当機関 
 フィリピンでは海賊版利用率が72 %という現状を踏まえ、政府サイドではAdvanced Science and 

Technology Institute (ASTI)及び National Computer Center (NCC)で OSS 振興に取り組み始め

ている。NCC は政策立案機能や人材育成に関する機能を有することから、政府内での OSS の利用

推進を提言しており、また ASTI は実際の OSS システム開発を行うという作業分担である。政府電

子政府政策 GISP の一環として、NCC が実施機関となり推し進めている e-LGU(地方政府の電子化プ

ロジェクト)では、地方政府への電子政府導入にあたって政府は OSS を積極的に取り入れている。

現在（2004 年 9 月時点）プロジェクト開始から 2 年目、政府予算の増加、不動産課税システム、

ビジネスライセンスシステムが新たに開発された。ASTI では、Red Hat LINUX ver.7.3 をベース

に、“Bayanihan LINUX Ver.1”を開発、2002 年末までに ver2.にアップグレードし、更にアップ

グレードを重ね ver.3 を開発、2004 年にリリースされた。ASTI が開発する Bayanihan LINUX は官

庁、中小企業、学校向けに開発され、低コストで Advanced Software Foundation Inc.を通して

配布されている。この一環として、2004 年 4 月に公立学校向けの低価格・低価格メインテナンス

コンピュータシステムプロジェクトが開始された。 

 また、電子図書館、複数の公的機関における統合人事管理システム、在庫管理、プロジェクト

管理システム等情報システムにおいて OSS が利用されている。この他、フィリピン電話会社であ

る PLDT が ASTI とパートナーシップを締結、安価な PC の販売などで OSS 振興を支援している。 

 政策面では、現在 OSS に関する法制度はなく、また政府はプロジェクトを資金面で援助もして

いないが、2003 年 ITECC が今後の IT 戦略の方向性として発表した ITECC ロードマップの 21 プロ

ジェクトのうち、2 つ OSS プロジェクトが採用されている。このロードマップは法的拘束力を持

たないが、政府のオープンソース導入を促すものである。2004年1月にITECCに代わりCommission 

on ICT がフィリピン ICT 分野の 高意思決定機関となったが、Commission on ICT の議長は、“OSS

はオプション“というスタンスである。このような動きの中で、2004 年 7 月政府 CIO フォーラム

が開催、マイクロソフト社と Sun Microsystems 社がスポンサーとなりコマーシャルソフトウェア

と OSS 両方に対する認識を議論する場が設けられた。また 2004 年 8 月には OSS 導入を検討してい

る企業を主な対象とし、オープンソースカンファレンスが開催された。 
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２．７．３．企業・市場動向 
 OSS を導入している企業は Cerberus Tech, Cyware, Hamtel, Infocom Interactive, Touch 

Solutions, System Net Int’l, Mozcom, OpenS2, Imperium, Q-Linux, Q Software Research な

ど、組み込み Linux を導入している企業は Eazix, Canon IT, ADTx, NEC, Lexmark R&D, ASTI な

どである。 

 

２．７．４．コミュニティ動向 
 OSS推進民間団体としては、特にLINUXを中心に組織化が行われている。具体的には、Philippine 

Linux Users Group(PLUG、技術開発、啓蒙活動を行う 大のコミュニティ)、Blue Point、Advanced 

Software Foundation Inc.（ASTI の支援）、Diliman Computer Science Foundation（研修と OSS

のコンサルタント）等が活動を行っている。 

 

２．７．５．教育 
 大学では、フィリピン大学の積極的なオープンソース導入が承認され、2003 年 2 月から OSS 導

入が開始された他、アテネオ・デ・マニラ大学、国内に 200 校以上有する STI Computer Service

や AMA Computer Learning Center等のコンピュータ専門学校でもOSS講習が開始されている。2004

年までにOSS教育を受けた卒業生はBluePoint Institute2,315名、Q-Linux1,487名、Asia Pacific 

Colleage350 名、Informatics1,600 名、Meralco Foundation2,214 名の合計 7,966 名となってい

る 。また高等教育機構（Commission on Higher Education、CHED）では、学校に対し OSS アドバ

イサリーを設置、カリキュラムの一環として OSS の導入を検討中である。 

 

２．７．６．低価格 PC 
 政府 ASTI により、2004 年 4 月に公立学校向けの低価格・低価格メインテナンスコンピュータ

システムプロジェクトが開始された。 

 

 

２．８．フィリピンの IT 人材育成 

 
２．８．１．概況 

フィリピンのIT教育は、初等・中等教育はDepartment of Education, Culture and Sports (DECS、

教育文化スポーツ省)、Commission on Higher Education (CHED、高等教育委員会)が管轄する高

等教育機関と、また Technical Education and Skills Development Authority (TESDA、技術教

育技能開発庁)が管轄する職業訓練機関、企業内での IT 研修、外資系企業(IBM,Oracle,Microsoft

等)による数多くの研修等が実施されている1。 

フィリピンの識字率は 94%と高く、アメリカ占領時代に全国主要都市に高等教育機関2が設けら

                                                  
1 近では初等中等教育においても一部 IT 教育が導入されている。 
2 2000 年度におけるフィリピン全土の学校数は、初等教育機関が約 40,000 校、中等教育機関が約 7,500 校、職業

学校が約 1,800 校、職業学校以外の高等教育機関が約 3,000 校となっている。また、同時点における生徒数は、

初等教育機関で約 1,276 万人、中等教育機関で約 538 万人、高等教育機関で約 42 万人となっている。これらの

統計より初等教育や中等教育と比較すると、高等教育機関数と高等教育への進学者数がともに少ないことがわか
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れたことから全国で 150 もの大学がある。うち、IT 関連教育機関は CHED の 2001-2002 年度の調

べによると、2 年の短期大学等学部は約 200、在籍者数は 4万人、卒業生は約 1 万人、学部課程で

は在籍者数 20 万人、卒業生約 2 万人、修士課程は在籍者数 2,000 名、卒業者数 70 名、博士課程

では在籍者数 12 名となっており、トータルは在籍者数が 25 万人、卒業生は 3 万人に及ぶ3。この

IT 関連卒業生の数は他のアセアン諸国と比べて一桁多い4。一方で、毎年 3 万人の大学生が IT 関

連学部を卒業しているにも関わらず、同国は 20 歳で大卒となることに加えフィリピン人は数学や

理科が不得意とされ、またフィリピン大学、アテネオ大学、デ・ラサール大学等一部のエリート

校を除き、教員の質の問題や教育機材設備の遅れなどの問題から、フィリピンにおける IT 教育の

水準は低いとされる。また現在、学士以降の IT 教育は、修士コースを中心に毎年 100 人弱の卒業

者数、また博士課程に至っては在籍者数自体が 10 数名と、高度な知識を持った IT 人材が輩出さ

れない構造となっている。このため、IT 関連企業の求める人材の質に達しておらず、産業人材ニ

ーズと人材教育能力との間で深刻なギャップが生じていると言われている。 

IT 人材の就職については、海外からフィリピンの IT 技術者へのニーズは年間 26%の割合で増

加、またフィリピン国内の IT 技術者需要は約 15%の割合で伸びており ITU の統計では約 35 万

人が不足しているという一方で、毎年 3 万人の IT 関連学部大学生が卒業するがソフト開発など

に就職できるのは 1 万人程度で、残りの 2 万人は他の職業につくことを余儀なくされている。更

に、優秀な技術者は高い報酬を求めて海外に流出しこの数は年間 10－20%の割合で増加しており、

中国と異なりフィリピンへ帰ってきて起業をする人数は少ない。またジョブホッピングの平均離

職率は 10%、企業によっては 20－30%と高く、特に日系企業においては一定期間社内教育を行っ

ても数年でほとんどが退社するため、雇用条件でインセンティブを与えることで対応しているよ

うだ。技術者の平均給料は日本の大卒初任給の 10 分の 1、マレーシア人の 50%といわれ(現地日

系企業の 1 か月分給料は平均 300 ドル)となっている。またソフトウェアエンジニアの月給は、

500USD-600USD と、上海の 3,000USD-4,000USD に比べると約 10 分の 1、ベトナムはこの 4
分の 1 から 5 分の 1 となっており、英語力と人件費の安さから特に外資系企業から注目され、コ

ールセンター等の IT サービス産業が成長している。 
また、フィリピン政府は、IT 分野の人材育成強化のためには 4 億ペソ（約 8 億円）を投資して

いる。欧米や日本・アジアに対する IT人材の供給、2010年までに730人の IT専門家（professional）
と 600 人の学者(scholar)を認定、111 の州立大学への e-Learning センタ機能の拡充などを目標

とし、国家経済開発庁（NEDA）が関連各省庁の取り纏めを行なう。この予算は貿易産業省（DTI）、
高等教育委員会（CHED）、技術教育技能開発庁（TESDA）、教育省の各省から拠出される予定

である。 
 

２．８．２．初等・中等教育における IT 人材育成政策 
フィリピン政府は、世界に通用する優秀な人材を育成することを目指し、基礎教育における ICT

を利用した教育の質の向上に注力している。 

2009 年までを 3 フェーズ(下記)にわけ、①インフラ整備と技術サポート、②ICT を利用した教

                                                                                                                                                           
る。 

3 JICA 資料 
4 他の ASEAN 諸国の年間 IT 関連大卒者の数：タイの 5,000 人、マレーシアの 2,100 人、シンガポールの 2,300 人、

インド 122,000 人。 
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材開発による学力向上、③ICT 新技術へのアクセスと研究開発へのサポート、④技術を用いた

カリキュラム作成、④適切な先進的技術の利用促進を目標とし、下記の目標を定めている。 

  フェーズ 1：2000-2001 基礎データの収集、IT 教育のカリキュラム作成 

  フェーズ 2：2002-2008 ICT 導入プロジェクトの実施 

  フェーズ 3：2009    プロジェクト評価 

 

また具体的目標として下記 5 つを設定している。 

 ①公立中学校の 75%と公立小学校の 50%にマルチメディア機能を付したコンピュータラボを設

置 

 ②全ての公立理数系学校のインターネットへの接続 

 ③全ての公立学校の電子図書システム 

 ④公立学校の 75%の教師にコンピュータ基礎技術とインターネット利用技術のトレーニング 

 ⑤全ての公立学校へ適当な技術施設の設置 

 

  初等教育における具体的な事例としては、The Foundation for Information Technology 

Education and Development 5(FIT-ED、e-ASEAN Task Forceの事務局)とAyala Foundationによ

って計画された中等学校向けの「SchoolNet」6プロジェクトが挙げられる。これはPrimary 

School2校、Secondary School18校、合計20の学校をつなぎ、生徒にコンピュータに触れる機会

を与えることでIT関連技術を向上させること、デジタルデバイドの解消を目的としている。教

育省が管轄、Coca Cola Company、Globe/Islacom等の企業、University of the Philippines Open 

University、University of Cebu等の大学、多くのパートナー企業が資金面・技術面での援助

を行っている。 

また、2001年からはCoca Cola Export Corporationによる「ed.venture」プロジェクトが開

始され、コンピュータ及びインターネットアクセス設備を提供し、コンピュータ利用訓練とそ

の後のサポートを行っている例もある7。まず2002年に15の高校を対象として初め、2004年まで

に計50校で実施する予定となっている。この他にも様々な取り組みがなされている8。 

初等・中等教育でのITを利用した教育が進む一方で、教育全体のレベルは依然低い。FIT-ED

が2002年3月に実施した公立高校100校を対象として調査9によると、コンピュータ1台当たり生

徒12名～1,098名という格差が生じていること、平均するとコンピュータ1台当たり先生4名が利

用している、コンピュータの導入は増加しているものの教育現場では利用せずアドミニストレ

ーションのみで利用しているケース、100校のうち13校のみインターネットに接続されている

(限られた時間のみ、或いは教育目的での利用でないケースもある)など、公立学校における教

育のコンピュータ利用はまだ課題が多い。 

 

                                                  
5 Fit-ed (http://www.fit-ed.org/) 
6 Philippines School Net (http://www.pilipinasschoolnet.org/) 

7 Cola-Cola (http://www2.coca-cola.com/citizenship/education_redschoolhouse.html) 
8 Business World Online-ITmatters (http://itmatters.com.ph/features/features_01272003a.html) 
9 Fit-ed (http://www.fit-ed.org/) 
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２．８．３．ITECC10人材資源開発コミッティ 
フィリピンにおける IT 人材育成政策は、ITECC のサブコミッティである人的資源開発コミッテ

ィ(Human Resource Development Committee、HRD コミッティ)が担当、具体的な活動としては遠

隔教育に関する政策立案や e-Learning 会議開催などがある。この ITECC HRD コミッティの議長及

び HRD コミッティ e-Learning サブ委員会議長は CHED の Padolina 女史、副議長は Gus Lagman 氏

が務めている。2004 年 1 月 ICT コミッションの新設に伴い、今後は CHED、教育省、TESDA、とも

に ICT コミッションと調整して行うことになる予定。 

尚、現在、ITECC では ITECC 戦略ロードマップに基づき以下の重点施策を行っている。 

 

・e-Learning 能力センター(e-Learning Competency Center)の設立： 

e-Learning を活用した教育訓練カリキュラム開発、技術標準化、指導要領の策定など開

発実施の中心となる機関の設置を目的とする。 

 ・IT スキル標準と資格認定制度の設置： 

高等教育を管轄する CHED と技術訓練教育を管轄する TESDA の間で IT 教育カリキュラム

並びに教員の質やレベルの管理・共通化の整合性がなく、産業界の求めるニーズとマッ

チした卒業生が輩出されていないため、標準と資格認証制度設置。 

・IT スキル調査の定期的な実施： 

フィリピン国内で IT スキル・人材調査は多数実施されているが整合性が取れていないた

め、国内の ICT スキルの現状及び将来予測に関する信頼度の高い調査を全国規模で行う。 

 

２．８．４．日本とフィリピンの相互認証 

一方、日系 IT 関連企業に応える人材育成計画として、経済産業省とフィリピン貿易産業省は

JITSE-Phil 財団(Japanese IT Standards Examination of the Philippines)を設立し、2003 年か

ら日本の情報処理技術者試験のうち、基本情報技術者試験(FE)試験(英語で実施)の相互認証を実

施している11。これまで 3回実施されているが合格率は 8%に達しており、実際 FE 試験に合格した

約 30 名は日系 IT 関連企業を含め、全て就職がすぐ決まったという。フィリピンでは民間ベンダ

企業による IT 試験・資格制度のほうが一般的に浸透しているがこれらの資格は特定分野の専門性

のみを包含するものなので、FE 試験により応用力のある幅広い知識を有した IT 人材を育成する

ことに期待が寄せられている。また、情報処理技術者試験に加え、特に日系企業にとっては依然

として言葉の壁が存在しているため、日本語研修を行うことで日本語を話せるブリッジ IT 技術者

への期待が高まっている。 

                                                  
10 2.3.情報化担当機関で述べたように 2004 年 1 月 ICT コミッションが新設されたため、ICT に関しては ITECC に

代わり、ICT コミッションが中心的な存在となる。 
11 現在、FE コースや SW コースのみならず主に教員研修を中心に海外技術者研修協会（AOTS）から専門家を派遣

し、6週間の研修コースを実施している。 
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３．インド 

 

３．１．インドの概要 

 
インドの面積は約 328.7 平方㎞、人口は 2001 年の国勢調査時点で 10 億 2,702 万人、中国につ

いで世界で 2 番目に人口の多い国となっている。インドは一般的に熱い地域と思われているが、

ネパールに面した地域やダージリン地方などヒマラヤ山脈の一部を構成しており雪が見られる。

一方インド西部のラジャスターン州では砂漠があり、南部のケララ州やゴア州では美しいビーチ

が広がるなど、国土によりその風土は様々である。 

人種は北部や中部に住むインド・アーリヤ族、南部にすむドラビダ族、チベットの文化の影響

を受けているジャンム・カシミール他に住むモンゴロイド族などがある。連邦公用語はヒンドゥ

ー語であり、他にタミール語、マラティー語、カンナダ語など１７の言語が公認されている。 

宗教はヒンドウ教徒が 82.7%と多数を占め、イスラム教徒が 11.2％と第二勢力となっている。

ポルトガルの植民地であったゴア州を中心としてキリスト教徒が 2.6％、他にシーク教徒が 1.9％、

仏教徒が 0.7％、ジャイナ教徒が 0.5％の割合となっている。インドは仏教の発祥の地でありなが

ら少数派になっている。仏教が衰退したというより、ヒンドウ教に取り込まれる形で残っている。 

インドは 1947 年 8 月に英国から独立し、ネール首相が初代首相として就任した。1950 年には

憲法が制定されている。1950 年代から 1980 年代にかけては国民会議派であるネール、娘のイン

ディラ・ガンジー、息子のラジブ・ガンジーと一族から歴代首相が輩出された。国民会議派はイ

ンド独立後、そのほとんどの期間に政権を担ってきたが、96 年の総選挙で敗退した。1998 年には

インド人民党（ＢＪＰ）を第一党とする連立政権が成立し、パジパイ首相が選出され、その後 2004

年 5 月の総選挙において国民会議派を中心とする野党連合がバジパイ首相率いる与党連合を破り、

約八年ぶりに政権が交代することになり、マンモハン・シン首相が就任し現在に至っている。政

治体制としては共和制をとっており、象徴的な存在である大統領にはイスラム教徒でインドのミ

サイル開発の父であり科学者出身のカラム氏が就任している。 

 

図 3.1 インドの地図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典：CIA  The World Factbook 2003 
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３．２．インドの IT 政策 
 

３．２．１．基本政策 
1947 年 8 月に英国からインドは独立し、初代首相のジャワハラ・ネールのもとで、非同盟外交

を掲げて、社会主義的な経済政策を推進してきた。インドの工業部門は国有企業を中心とする重

工業と多くの中小零細企業の軽工業から構成され、国内産業は国内資源開発を優先し、国産品に

よって国内市場の需要を満たすという輸入代替政策と産業許認可制度により保護がなされてきた。

そのために多くの企業はインフラの整備不足などの要因も加わり国際競争力に欠けていた。90 年

代初頭に起こったデフォルト直前に至る程の深刻な外貨危機により、経済政策の変更を余儀なく

され 91 年 6 月に誕生したナラシマ・ラオ政権は「新経済政策」を実施し、中国に遅れること約

10 年で対外的な経済自由化を始めた。具体的には外資による産業の活性化、国際競争力の向上、

IMF による構造調整融資、ルピーの大幅切り下げ、輸入ライセンス制度の簡素化、産業ライセン

スの撤廃、外資による出資比率上限の切り上げ、投資可能分野の拡大などが「新経済政策」のも

とで実施されてきた。 

この経済政策のもとでインドは大きな成長を遂げており、昨年の 7月から 9 月の経済成長率は

8.4％を記録し、2003 年度で見ても 7％以上成長することが見込まれ、世界で も成長率の高い国

の一つとなっており外貨準備高も 1000 億ドルを超える規模となっている。 

パジパイ首相を議長とするインドの計画評議会は 5 カ年計画を制定しており、2002 年から 2007

年までを対象とする第 10 次五ヵ年計画が 2002 年 12 月 21 日に国家開発評議会により承認がなさ

れた。この計画において 重要目標としてGDPの年間成長率を8％にすることが掲げられている。

GDP の成長率だけでなく、人的開発においてもターゲットを設定している。過去の 5 ヵ年計画に

おいて、この分野は目標として掲げられていたが、目標値が設定されておらず必須のものでもな

く、ただ単に望ましいものとして位置付けられていた。しかし第 10 次 5 ヵ年計画においては、こ

れらの目標値を成長の計画枠組みの中心にしている。 

 

表 3.1 10 次 5 ヵ年計画における目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1）貧困率を 2007 年までに、5％、2012 年までに 15％引き下げる。 

2）10 次 5 ヵ年計画の間に労働力に加わった人に対しては高給で、質の高い雇用機会を提供す

る。 

3）2003 年までに全ての子供を学校に通わせる、2007 年までに全ての児童が 5 ヶ年の教育を完

了する。 

4）2007 年までに男女間での識字率と賃金格差を 50％縮小する。 

5）2001 年から 2011 年までの人口増加率を 16.2％にまで引き下げる。 

6）10 次 5 ヵ年計画のうちに識字率を 75％にまで増加する 

7）2007 年までに幼児死亡率を 1000 人の出産当り 45 人に､2012 年までに 28 人に引き下げる。

8）2007 年までに妊婦死亡率を 1000 人の出産当り 2 人に、2012 年までに 1 人にする。 

9）国土における森林の割合を 2007 年までに 25％、2012 年までに 33％に増加する。 

10）10 次 5 ヵ年計画の内に､全ての村が恒常的に飲料水を入手できるようにする。 

11）2007 年までに汚染された主要河川を浄化し、2012 年までに指定された支流を浄化する。



54 

 

政府は、従来、予算と行政管理能力以上の非常に重い負担を課す傾向があった。しかし民間部

門が成長してきた今は、政府は役割を変えなければならないと考えている。例えば地方のインフ

ラや道路の開発は、民間部門の投資を引き寄せることが出来ない。しかし通信、電力、港湾など

の民間企業が大きな貢献をすることができる分野に関しては、政府は投資を促進し、消費者に対

して公平な取引と透明性のある競争環境を確保する規制管理者となろうとしている。 

過去のインド中央政府による計画は、国家として一律の目標を設定することに焦点を当ててき

た。この為州毎の発展の度合いが異なり、貧しい州では発展から取り残されている状況も発生し

ている。このことから公平な発展を重視し地方に住む貧しい人に恩恵をもたらすとして、農業開

発を計画の中核的な要素としている。均等な発展の為には多くの雇用を生み出す産業が重要であ

るとして農業以外に、建設、観光、交通、小規模産業、小売業、IT 活用サービスが振興されるべ

き産業としている。 

 

３．２．２．IT 産業振興策 
(1)中央政府の政策 

パジパイ首相は 1998 年 3 月の 初の TV 演説において IT の振興が政府にとって 5 大優先分野

の一つであることを述べた。これに基づき、インドを世界の IT 産業において超大国とするため

に 1998 年 5 月には首相府のもとに国家情報技術・ソフトウェア開発タスクフォース（National 
Task force on Information Technology and Software Development）を設立された。このタスク

フォースはインドの IT ポリシーを立案し政府に提言する責務を担っており、ソフトウェアを対

象とする ICT アクションプラン-Ｉ（1998 年 7 月）、ハードウェアを対象とするアクションプラ

ン-II（1998 年 10 月），長期プランであるアクションプラン III（1999 年 4 月）と 3 つのアクシ

ョンプランを発表した。 
ICT アクションプラン-Ｉは、ソフトウェア分野に関するもので 1）情報インフラの推進、2）

IT 輸出目標額 500 億ドル(いつの時点か)、3）2008 年までに全ての国民に IT を普及させるの 3
本柱からなる 108 項目から成り立っている。 

a） 情報インフラの推進 “Info-infrastructure Drive” 
地域情報インフラ（Local Informatics Infrastructure ：LII）、国家情報インフラ（National 

Informatics Infrastructure ： NII ）、グローバル情報インフラ（ Global Informatics 
Infrastructure ：GII）に対して継ぎ目のない接続性を実現する為に光通信ネットワーク、衛

生通信ネットワーク、無線ネットワークの普及により世界レベルのインフラ構築を加速させる。 
b） IT 輸出目標額 500 億ドル“Target ITEX50” 
世界の IT 産業の規模が 2008 年まで 2 兆ドルになる見込みの中で、インドのソフトウェア及

び IT サービスの年間輸出額が 500 億ドルになることを目指し、それを実現する政策を行う。 
c） 2008 年までに全ての国民に IT を普及させる。”IT for all by 2008” 
インターネット/エクストラネット/イントラネットへのアクセス可能な PC/セットトップボ

ックスの普及を 1998 年の 500 人に 1 台から 2008 年までに 50 人に 1 台にする。現行の 60 万

ケ所の公共電話局はマルチメディア情報サービスを提供する公共通信情報センターに 変革さ

れる。2008 年までに全ての国民に IT を普及させるというゴールに向けて、市民に対して IT
啓蒙の拠点を設置する、IT リタラシーの普及、電子政府、IT 主導による経済開発、IT アプリ
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ケーションの地方での普及、日常の IT サービス利用の為に市民を訓練すると共に質的・量的

に世界レベルの IT プロフェッショナルの訓練を行う。 
 
このタスクフォースのアクションプランに先立つ 1991年には IT省の傘下にインドからのソフ

トウェア輸出振興を目的に Software Technology Parks of India (STPI)が設置されている。 
 

表 3.2 IT 部門における主要な政府のイニシアティブ 

 

2002 年から 2007 年までを対象とする第 10 次五ヵ年計画が 2002 年 12 月 21 日に国家開発評議

会により承認がなされた。この計画では、以下のことが計画されている。 

 

表 3.3 第 10 次 5 ヵ年計画での目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点的に強化する分野としては、①ソフトウェアの開発と輸出及び IT サービス、ソフトウェア

1） 計画終了までに 2 兆 8,200 億ルピーの生産を達成する。（ソフトウェアは 2 兆 1,300 億ル

ピー、ハードウェアは 6,900 億ルピー） 

2） ソフトウェア及び IT サービスの輸出を現在の 80 億ドルから 2008 年までに 870 億ドルに

する。このうちソフトウェアの目標は 500 億ドル、ハードウェアは 100 億ドルとする。

3） IT 輸出を 2008 年の輸出全体額の 35％にする。（現在は 14％） 

4） 計画終了までにインドのソフトウェア市場でのシェアを現状の 2％から 6％にする。 

5） インターネット加入者を現状の 400 万人から 2007 年までに 3,500 万人にする。 

6） IT 産業で 2008 年までに 700 万人の雇用を生む、その内ハードウェアが 480 万人でソフト

ウェアと IT 活用サービスで 220 万人とする。  

7） PC 普及率を現在の 5.8％から 2008 年までに 20％にする。 

1） 1999 年の IT 省の新設と、2001 年 9 月の通信 IT 省への改編 

2） 2000 年 7 月に IT に関する人的資源開発タスクフォースの設立 

3） 1999 年に 10 億ルピーの IT ベンチャーキャピタルファンドの設立 

4） 各地の大学と地域エンジニアリング・カレッジ（REC）を結ぶ教育・研究ネットワーク（ERNET）

の品質改善 

5） 地域エンジニアリング・カレッジ（REC）を国立技術大学への格上げ 

6） IT 法 2000 の制定 

7） 100％外資の直接投資に対して IT 製品の関税引き下げ、 

8） 全予算の 3％を IT に割り当てることにより政府各局のコンピュータ化 

9） 北東部の州とシッキムの本部に対して 487 のコミュニティ・インフォメーションセンターの

設置を開始 

10）IT を一般大衆に広げる為に、メディアラボ・アジアプロジェクトを開始 

11）多くの州におけるインド情報技術工科大学（IIIT）の設立 

12）技術の新規分野やスーパーコンピュティングにおける R&D の実施 
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輸出における新規市場開拓、②電子政府、インド言語によるソフトウェア開発、一般大衆向けの

情報技術、遠隔教育、電子商取引、サイバーセキュリティ、人材資源開発、③IT に関する大学院

での教育と研究、新興分野であるブルートゥース技術、電子商取引、ナノテクノロジー、バイオ

インフォマティックスに関する R&D、④政策の簡素化と通信及び IT インフラの強化・改善による

IT 部門にへの外国資本の投資奨励等となっている。 

 

また主要なイニシアティブやプロジェクトは以下の通りとなっている。 

a） ソフトウェアテクノロジーパーク 

政府の35のソフトウェアパークと民間の25のソフトウェアパークは､インドのソフトウェア

輸出に対して大きな貢献をしている、政府は民間部門においてさらなるソフトウェアパークの

設置を奨励する。 

b） コミュニティ・情報センター 

24 億 2,000 万ルピーの費用を投じて、北東とシッキム州において 487 のコミュニティセンタ

ーをブロックレベルでの接続を実現する為に設置(何を)し始めている。このプロジェクトは、

地方における IT インフラ開発と健康管理、遠隔教育、人的資源開発、電子政府、データ送信、

文書交付といったアプリケーションの普及を目的としている。 

c） コンピュータに対するインド言語でのインタフェースと大衆の為の IT 

大衆に IT を普及させる為にはインターネット接続の促進、ローカル言語でのコンテンツ開発、

障害を持つ人の為の IT アプリケーション開発等を促進する努力を加速しようとしている。 

d） 電子商取引 

第 9 次 5 ヵ年計画でも電子商取引を推進していたが、情報通信インフラの増強、法的枠組み

の確立、IT セキュリティに関する技術開発と実施により、10 次計画でも更なる普及を行おうと

している。 

e） 電子政府 

主なスキームとしては、マルチ機能アプリケーション・コミュニティ・センターや ID/スマ

ートカードによる市民データベース構築、ローカル言語ツールとコンテンツの開発などがある。 

f） メディア・ラボ・アジア 

g） IT セキュリティ 

企業や政府機関にセキュリティーに関する訓練の実施及び研究所の設立が計画されている。 

h） 人材資源開発 

第 10 次 5 ヵ年計画の目標達成に､質の高い人材を充分な数だけ入手できることは必須の条件

である。大学院レベルの遠隔教育と教育及び研究の継続推進が計画されている。 

i） Vidya Vahini 及び Gyan Vahini プログラム 

これらの２つのプロジェクトは、政府の高等中学（Vidya Vahini）にインターネット接続を

提供し、高等教育機関（Gyan Vahini）の IT インフラを改善するために試験的に実施される。 

 

急成長を遂げるソフトウェア部門と対照的にハードウェアに関しては、高い輸入関税が掛けら

れていることなどから輸出が伸び悩み、IT アクションプランにおいて各種提言がなされていたが、

提言が実行に移されたソフトウェア振興とは大きく異なり、ハードウェア振興は実行に移されず、

製造業の業界団体である MAIT などから政府に対しソフトウェアと同様にハードウェアを振興す
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るために対策をとるべきであると長い間訴えが続いていた。2004 年 1 月 9 日よりコンピュータを

含む、多くの分野において関税の免除や減額を行うことがインド政府より発表され、産業界の要

望に対してようやく政府の対応が出てきた状況である。 

 

今回の IT や通信分野における税制の変更は以下の通りとなっている。 

 

表 3.4 2004 年 1 月の税制改正による IT･通信に関する主な変更点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この税制改正は、ハードウェア製造部門にとり、優遇的な処置が取られているが、光ファイバ

ー製造に対する基本関税免除は、通信インフラの向上に配慮しておりソフトウェア産業にも好影

響を与えるものになる。すでにソフトウェア産業に対しては NASSCOM の活動により、1991 年にソ

フトウェア輸出に関わる所得税が免除になり、その後コンピュータソフトウェアの輸入関税 0％

になるなどの対策が取られてきた。 

 

(2)州政府の政策 

インドは連邦制をとっていることもあり、18 の州において IT ポリシーが制定されており、各

省において多くのイニシアティブが行われ、IT 産業に取り 適な立地であることを訴え、外国企

業からの投資誘致を競い合っている。この各州間での競争がインドの IT 産業の活力を生み出す一

つの要因となっている。以下主要な州における政策を説明する。 

 

1) カルナタカ州（州都：バンガロール） 

カルナタカ州はインドで 5 番目の人口を持つ州都のバンガロールを擁し、インドのシリコンバ

レーと呼ばれている、現在ではシリコンバレーよりも多くの IT エンジニアが同市において働いて

いるとの統計もある。同州は 1997 年にインドで初めて IT ポリシーを発表した州である。その後

21 世紀に向けて Mahithi と呼ばれる、新しい経済環境に即したミレニアム IT ポリシーを発表し

ている。このポリシーでは以下の 7 つの目標が掲げられている。 

 

1） コンピュータ、プリンター、ATM、現金自動支払機、POS ターミナル、デジタルカメラ、フ

ロッピーディスクに対する基本関税は 15％から 10％に減額する。 

2） 部品に対する物品税は 16％から 8％にする。 

3） VCD/DVD の製造業者は物品税の対象から免除される。 

4） 固定/携帯/インターネット/V-SATといった特定のインフラ機器に対する基本関税は2005年

3 月 31 日までに 5％から 0％にする。 

5） 携帯電話に対する基本関税は 10％から 5％に減額する。 

6） 自動試験・検査機器、電線梱包機械、電線梱包ツール、自動組み立て機械など電子産業に使

われる資本財は基本関税を免除される。 

7） 特定の原材料や電子産業における投入物基本関税はなくなり、関税は 15％から 5％に減額さ

れる。 

8） 通信用光ファイバーケーブルの製造の為の特定物資は基本関税を免除される。 
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表 3.5 カルナタカ州 IT ポリシーの目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

またカルナタカ州では、バンガロールへの単一都市への集中をさけて、コインバトールを初め

とするTier-II/Tier-IIIの都市においてBPO(Business Process Outsourcing)を行う拠点の振興

を図っている。 

 

2) アンドラプラデシュ州（州都：ハイデラバード） 

同州は 2020 年までに IT を活用し、情報化時代において先駆者として卓越した地位になること

を目標に、アンドラプラデシュを知識社会に変革するという Vision2020 を持っている。 初の

ITポリシー（1999）は 2000 年から 2002 年までを対象として 1999 年 5月 24日に発表されている。 

 

表 3.6 アンドラプラデシュ州政府のイニシアティブの成果 

 

 

 

 

IT 振興のためのアンドラプラデシュ州による過去のイニシアティブ 

 

 

 

 

 

現行の IT ポリシーは IT2002 であり下記の内容となっている。 

a） 1999 年 5 月 25 日以降に設立された企業に対する電力使用料の 25％割引 

b） 登録費、印紙税、不動産譲渡税の 50％還付 

c） 4000 ㎡以上の IT パークを建築する際は土地使用規制の規制免除 

d） IT 企業が IT パークの外に自社で設備を建設する際の土地代割引（従業員一人当りの賃金

が 5,000 ルピー以上であること、雇用期間が 2年以上あること、割引金額は 1 雇用機会創

出当り 2 万ルピー、もしくは開発費を含まない土地代のどちらか安い方とする。割引され

た代金での土地取得は 100 人当り 0.3 エーカーの金額を掛けた面積までとする。） 

e） 投資に対する補助金（対象は 1999 年 5 月以降に操業し、操業開始から 1 年半以内の企業

を対象とする。） 

① 貧苦の根絶と女性への権限付与という政府全体目標に IT を活用する 

② IT 産業が若者の雇用の大きな部分を吸収することで、失業を削減する 

③ IT においてカンナダ語の使用を促進する 

④ 電子政府をツールとして用い、政府は市民により能動的に対応する 

⑤ カルナタカの IT インキュベーションの能力を開放する。 

⑥ 英語圏以外の国とのビジネス奨励 

⑦ カルナタカとバンガロールの IT における秀でた地位を維持する 

① マダプール市に HITEC City（Hyderabad Information Technology and Engineering

Consultancy）の建設 

② IIIT ハイデラバード校の設立 

③ ベンチャーキャピタル（HITVEL：Hyderabad Information Technology Venture Enterprise

Limited）の設立 

④ 電子政府の推進 

⑤ IT 産業に対する各種の優遇策（投資の補助金、電力使用料の補助金、土地取得に対する優

遇、土地規制等の免除等） 



59 

f） 5 億ルピー以上を超える投資は“メガプロジェクト”とし更なる優遇策付与 

 

3) タミールナドゥ州（州都：チェンナイ） 

 

カルナタカ州とともに も早く IT ポリシーを 1997 年に発表した州であり、 新の IT ポリシー

は 2002 年 9 月に発表されている。 

タミールナドゥ州からの IT 輸出は、2000～2001 年の 311 億 6,000 万ルピーから 2001-2002 年に

は 522 億 3,000 万ルピーに増加し、インド全体の輸出の 14.7％を占めている。2007 年の第 10 次

五ヵ年計画が終了する前にこの数値を 20％にしようとしている。 

タミールナドゥ州はタミールナドゥ電機会社（Electronics Corporation of Tamil Nadu Ltd. ：

ELCOT）と呼ばれるタミールナドゥ州の IT 産業を促進する機関がある。ELCOT は IT 分野での JV

設立、IT パークや通信バックボーン回線の建設などを行っている。また ELCOT は各種電子政府や

コンピュータ教育活動にも参加をしている。 この機関は STPI や NASSCOM など他の団体と協力し

ながら活動をおこなっている。 

 

主な優遇策は以下の通りである。 

a） ＩＴ産業に対する財政面での援助 

• 5 億ルピー以上、10 億ルピー未満の投資を行う企業には 250 万ルピーの資本金の補

助を受ける資格を得る。 

• 10 億ルピー以上、20 億ルピーの未満の投資を行う企業には 500 万ルピーの資本金の

補助を受ける資格を得る。 

• 20 億ルピー以上の投資を行う場合には、1000 万ルピーの資本金の補助金を受ける資

格がある。 

• 全雇用者の内、40％以上が女性の場合は 100 万ルピーを上限として、固定資産に対

する投資の 5％を追加で資本金に援助する。 

• 指定された IT パークに対して、100％を上限とする FSI（フロア・スペース指標）の

緩和を行う。 

• IT 産業のための土地取得やビル建設の場合、印紙税と登録費の 50％を免除する。 

• ソフトウェア開発や訓練に限り、立地の地理的な制限を免除する。ソフトウェアテ

クノロジーパーク（STP）や IT パーク（ITP）以外における企業も STP や ITP と同等

の優遇策を取得することができる。 

 
b） 業績的インセンティブ 

• 全てのソフトウェア産業はタミールナドゥ洲汚染管理法の対象外と見なされる。 

• 各種法令に対して、自己申告証明のみで法令で要求される事柄に準拠したと見なす。 

c） 物理的インセンティブ 

タミールナドゥ洲は災害復旧及びビジネスプロセス継続の分野において、投資を呼び寄

せようとしており、この活動の一環として充分な通信帯域と電力がタミールナドゥ州の

他の地域で利用できることを保証する。 
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d） プロモーション的インセンティブ 

• タミールナドゥ洲のブランドイメージ構築の為に Destination of Choice Fund を政

府が運用する。 

• ドイツ、フランス、日本といった英語圏以外の市場に進出する為に外国語教育環境

を整備する。 

• 前年度の売上が1億ルピー以下の中小企業が国際的IT展示会に参加をする場合には、

30％の小間料を補助する。 

 

e） 人材開発インセンティブ 

5 年以内に全ての高校において基本的なコンピュータ訓練を導入する。教師に対する訓練

も 5 年以内に行う。 

f） E ガバナンス及び政府における IT 活用 

g） デジタルデバイドの解消 

h） R&D イニシアティブの発展 

i） IT におけるタミール語の活用 

• 全ての Web をバイリンガル対応にする。 

• タミールナドゥソフトウェア開発ファンド（TSDF）をタミールナドゥでの IT ソリュ

ーション案出のために強化する。 

 

 

３．３．インドの IT 関連機関 
 

インドには中央政府と 28 の州政府があり連邦政府と地方政府がそれぞれ議会と行政組織をも

っている。IT を担当する省として連邦政府には通信 IT 省があり、州政府には IT 省がある。 
中央政府には 1999 年 10 月に IT 省が設置され、2001 年 9 月には情報と通信の融合をいう環境変

化を踏まえて通信 IT 省に名称を変更している。同省の下に郵政局、通信局、IT 局の３つの部局

が存在する。このうち IT 局が IT に関する政策立案、電子商取引、インターネット、IT 教育及び

教育の情報化促進などを行っている、また電子コンピュータソフトウェア輸出促進評議会として

の役割も担っている。同省の関連の独立的な団体としての研究機関である C-DAC（Center for 
development advanced Computing）、国立インフォマティックセンター（NIC）やソフトウェア

産業の振興機関である Software Technology Parks of India (STPI)などがある。 
 

a） C-DAC 
同研究所の起源はインドが天候予測の為にスーパーコンピュータを必要としていたが、米国

がインドに対し販売を拒否した為に、独自のスーパーコンピュータ開発を推進するイニシアテ

ィブ始めた。このイシニアティブを実行する研究所として C-DAC は発足した。1991 年には

PARAM8000、1998 年には PARAM10000 を開発している。PARAM スーパーコンピュータは

インド以外に、カナダ、ロシア､ドイツ、シンガポールといった国に納入されている。現在の役

割は、R&D、教育・訓練、ビジネスオペレーション、プロジェクト請負と幅広いものになって
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いる。 
 

b） 国立インフォマティックスセンター (NIC)  

同センターは、インド政府に、 新のソリューションを提供している組織でインド 大の IT
関連機関である。NICNET と呼ばれる衛星通信による全国レベルのコンピュータコミュニケー

ション・ネットワークは、首都と州都、地区本部と結んでおり、同ネットワークは 1,400 カ所

に張り巡らされている。NIC による IT サービスはコンサルタンシー,ソフトウェア設計及び開

発、オフィスオートメーション、ネットワークサービス、ビデオ会議、CAD、EDI、マルチメ

ディア、Web サイト開発やホスティングといったインターネットサービス等多岐にわたってい

る。 

 
c） Software Technology Parks of India (STPI) 
STPI は 1991 年にインドからのソフトウェア輸出振興を目的として作られた協会であり、イ

ンドでの主要な IT クラスターであるバンガロール市のあるカルナタカ州、ハイデラバードの

あるアンドラプラデシュ州、北部においては、デリー郊外のノイダを初めてとしてインド全土

において IT パークの設立を援助している。 
ＳＴＰＩスキームを利用する企業の主な利点は次のようなものである。 

• 輸出の際の関税が免除される。 
• 地方関税・税金支払いの免除される。 
• １００％外国資本の投資を認可される。 
• 2010 年まで法人税が免除される。 
• 専用のデータ通信回線が与えられる。 
• 政府に対する窓口対応を行ってもらえる。 
• 税関保税・輸出許可が単一の連絡先により取得できる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（出典:Software Technology Parks of India, Hyderabad） 

図 3.3 インド全土の STPI の立地 
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上記のグラフを見て判る通り STPI 加盟している企業の数は、95―96 年にはわずか 60 社だ

ったのが、2002―2003 年には 3,668 社にまで急成長している。この伸びはインドからソフトウ

ェアの輸出とも比例しており、現在インドがソフトウェア大国としてのイメージを作るのに

STPI が大きな役割を果たしたことがわかる。 
 
民間の団体としてはソフトウェア業界を代表する NASSCOM とハードウェア業界を代表する

MAIT がある。 
d） NASSCOM(国家ソフトウェア・サービス業協会) 
インドにおける IT ソフトウェア及びサービス企業の業界団体である。同団体は 1998 年にソ

フトウェア主導の IT 産業の触媒となる為に結成された。会員数は 850 社を超え、会員企業の

収入はソフトウェア産業において 95％を占めている。NASSCOM はソフトウェア、IT 活用サ

ービスにおけるビジネスの推進を行うと共に、中央政府や州政府と共に政策立案等も行ってい

る。会員企業に対しては、政府の政策や国内外のビジネス情報を提供している。また、国内外

での展示会・セミナの開催、CeBIT などの国際的イベントへのインドパビリオンの出展などに

より、インドのソフトウェア産業のイメージを高めている。 
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３．４．インドの IT 産業 
 

近年のインド IT 産業の傾向としては、ソフトウェア輸出から、IT 活用サービスやビジネス・

プロセス・アウトソーシング（BPO）等の分野の拡大と BPO におけるサービスの高度化、�米

国・英国中心からアジア諸国での顧客開拓を模索する動き、③インド企業による米国企業の買収

による国際化、④米国からの人材の回帰及び米国企業のインドへの進出、⑤米国におけるアウト

ソーシング規制などが挙げられる。 
全国ソフトウェア・サービス業協会（NASSCOM）によると、インド IT 産業が GDP に占め

る割合は 1998-99 年には 1.5％だったが 2003-04 年には 3％を超える規模に成長している。イン

ド IT 市場の規模は 199 億 1,000 万ドルで、内訳を見てみるとソフトウェア・サービス輸出が 125
億ドルと全体の 62.7％を占めており も大きい市場となっている。次がハードウエア、周辺装置、

ネットワークの 37 億 5,000 万ドル 18.8％のシェア、3 番目が国内のソフトウェア・サービス部

門の34億ドル17.1％のシェア、4番目が訓練部門の2,600億ドルで1.3％のシェアとなっている。 
 

図 3.4 インドの IT 市場内訳（2003-2004 年） 
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出展：NASSCOM 
 
ソフトウェア・サービス輸出市場だけで見ると前年から 30.5％の伸びで 125 億ドルの規模にな

り、2004―2005 年には 30％程度の延びで 163 億ドルになると見込まれている。IT 局の年次報

告書によると 2003 年から 2004 年にインド IT ソフト及びサービス産業は GDP の 2.6％を占め、

輸出額の 21.3％を占めており、2008 年までには GDP の 7％と輸出額の 35％まで成長すると見

込まれている。IT 及び IT 活用サービス（ITES）部門で雇用されているプロフェショナルは 2004
年 3 月末で 81 万 3,500 人となっており、その内 26 万人が IT ソフトウェア・サービス輸出産業、

24 万 5,500 人が IT 活用サービス・BPO 部門、2 万 8,000 人が国内ソフトウェア市場、28 万人

がユーザー組織で働いている。 
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輸出地域別に見ると北米が約 70％と過半数を占め、ヨーロッパが 22.25％でこれに続いている。

特に IT 活用サービスや BPO においては、80％以上の割合を占めている。インド企業にとって北

米に依存した状況を改善することは重要であり、アジア・パシフィック地域が今後の開拓すべき

市場になっている。アジア・パシフィック地域のなかでも中国への進出は盛んになっている。イ

ンド 大の IT 訓練プロバイダーNIIT 社は中国市場に目星をつけた 初の IT 企業である。1997
年に活動を始め、15 のセンターを設立している。TCS 社と Satyam Computer Services 社は開

発センターを中国に設立している。TCS 社は中国での成長の為の 3 つの市場を開拓する戦略を進

めている。一つは既存の中国に活動を広げた多国籍企業向け、2 つ目が中国を日本、韓国、台湾

市場への拠点とする、3 つ目が膨大な中国国内市場である。2003 年 10 月に Infosys 社は Infosys 
Technologies (Shanghai)を設立し、この子会社で中国国内市場を開発すると共にアジア・パシフ

ィック地域へのサービス提供のハブにしようと考えている 
 
図 3.5 インドのソフトウェア・サービス輸出の動向 
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出展：NASSCOM 

 

 

３．５．インドのオープンソースソフトウェア 

 
３．５．１．政府における OSS 政策・方針・担当機関 
 インド 大のR&D機関である情報省傘下のCenter for Development of Advanced Computing 
(CDAC)はインドの Linux イニシアティブをサポート、ローカライゼーション分野の R&D、FOSS
フレーム枠内において e-Learning や電子政府などの研究を行なっている。インドの公用語とし

て認められている言語は 18（実際は 1,500）あり、英語が話せるインド人は 5～10％しかいない

ため、ローカライゼーションの必要性は高い。CDAC では現在 6 つの現地語ローカライゼーショ

ンプロジェクトを実施、IndLinux などもサポートしている。 
 インド南部に位置する Kerala 地方はフリーソフトウェアを積極的に導入しており、中でも電
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子政府プロジェクト（E-Srinagala、Knowledge Village Project Education Grid Project、Kerala
政府産業省のネットワーキング、学校での IT 教育など）に OSS を利用している。 
 
３．５．２．企業・市場動向 
 現在、OSS を利用している主な企業は次の通りで、OSS を導入した後でも特段問題は起こっ

てないという。Life Insurance Corporation, Bombay Stock Exchange, House Development 
Corporation, Indian Airlines など。 
 

３．５．３．コミュニティ動向 
 Free Software Foundation 及び Byte for All が設立されている。またインドコンピュータ協会

はウェブプログラミング等に関し、Linux 試験を実施している。 
 
 

３．６．インドの IT 人材育成 

 
インドが、本当の意味で IT 大国になるためには、一般大衆のための IT 普及を行わなければな

らない。インドにおける 1,000 人あたりのコンピュータ保有台数はわずか 9 台程度で、世界平均

の 27 台に比較して大きく劣っている。インドが他のアジア諸国と大きく異なることは、インド

国民に共通言語がないことである。日本を初めとして、アジアの国々はそれぞれ国名と同じ名前

の言語を用いている。ASEAN 諸国の中では唯一シンガポールがシンガポール語を持たないが、

国民の殆どが英語と自らの民族の言語を話している。ヒンドゥ語が約 3 億人に話されており、そ

の地位に一番近く、インドが 1949 年に独立した際に政府業務をヒンドウ語に置き換えまでの 15
年間暫定的に英語を使用することが認められたが、タミール語他を話す南部諸州がヒンドゥ語使

用を強制されることに反対して、ヒンドゥ語への移管は起きていない。インド人は英語を話すと

いうように一般的に思われているが、実際はインド国民の約 5％程度しか話すことはできない。 
2003 年 12 月に IIT デリーで開かれたインド・コンピュータ協会の総会のテーマが“人類の繁栄

の為の ICT”となっておりポスターには農村の女性が携帯電話をもっている絵が描かれている。公

用語が 18 種類有り、国民の大部分が住む農村や遠隔地では英語が殆ど通じないという状況にお

いては、消費者・国民が IT に容易にアクセスできる環境の整備が重要となっている。 
通信 IT 省傘下の研究機関である C-DAC は、自然言語処理を研究対象分野の一つの柱としてお

り、インドの言語をコンピュータにおいて使用することを研究している。多言語コンピュータ処

理においては出版、印刷、複数の OS 上で動くオフィスアプリケーション、機械翻訳、インド言

語によるマルチメディアコンテンツ開発などの活動を行っている。 
インド工科大学カンプール校(IIT-K) は英語からヒンドゥ語への翻訳を行う機械支援システム

をWeｂ上で行う技術を開発した。'AnglaHindi'とこのシステムは名づけられ、'AnglaBharti' 技術

の英語-ヒンドゥ語版は、http://anglahindi.iitk.ac.inにより無料で翻訳が可能になっている。  
C-DAC NOIDA はモバイル・デジタル・ライブラリーというプロジェクトを実施しており、農

村の学校や遠隔地に、衛星通信を利用したインターネット接続設備と PC、プリンターを搭載し

た車を派遣し、生徒や農民に対して希望する本を印刷し製本し配ることで簡易図書館として活用
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して、リタラシーの促進と一般大衆に対するテクノロジーの活用例を示している。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 3.1 車の外観     写真 3.2 車内の様子  
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４．スリランカ 

 

４．１．スリランカの概要 

 
４．１．１．概況 
スリランカは、インドの南に位置し、インド洋上に浮かぶ小さな島国である。1948 年、英連邦

の自治領として独立、1972 年にセイロンからスリランカ共和国に国名を変更し、1978 年にスリラ

ンカ民主社会主義共和国に改名した。北緯６度から 10 度に位置し、面積は 66 千平方キロメート

ル（北海道の約 0.8 倍）、人口は 約 1900 万人（2002 年）である。人口構成は、民族的には、シ

ンハラ 74％、タミール 18％、ムーア７％である。宗教的には、仏教 69％、ヒンドゥ教 15％、キ

リスト教 8％、イスラム教 7％である。 

 

図 4.1 スリランカの地図 

 

（出典：CIA  The World Factbook 2003） 

 

４．１．２．政治情勢及び基本政策 
民主社会主義共和制の一院制で、大統領内閣制である。首都は、コロンボに隣接するスリ・ジ

ャヤワルダナプラ・コッテであるが、実質的な行政や経済の中心はコロンボである。 

国家元首はクマーラトゥンガ大統領（統一人民自由連合：UPFA）であり、首相は 2004 年の選挙

でウィクラマシンハ前首相（統一国民党：UNP）を破ったマヒンダ・ラージャパクサ氏である。従

来、大統領と首相等との間での主導権争いや確執が顕著に現れた同国であるが、2004 年の総選挙

によって、大統領と首相が同じ政党になったことから、政権の安定化を期待する向きが出てきて

いる。 
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スリランカの 大の政治課題は、20 年に及んだ武装組織「タミル・イーラム解放の虎（LTTE）」

との紛争に終止符を打つことである。政府と LTTE は 2002 年 2 月に停戦に合意し、ノルウェーの

仲介により同年 9 月から和平交渉が断続的に続いている。また、2003 年 6 月に「スリランカ復興

開発に関する東京会議」が開催された。このように、海外からの支援を受けて、救済、復興、和

解に向けて取り組んでいるところである。 

スリランカは、2002年12月に中長期ビジョン「リゲイニング・スリランカ（Regaining Sri Lanka: 

Vision and Strategy for Accelerated Development）を発表し、これをもとに各種の経済政策を

実施している。同ビジョンの主な目的は、民間主導の開発を通じて、開発の促進と貧困撲滅を図

ることである。巨額に上る公的債務問題を解決するために経済成長を図ることとし、経済成長を

促進するために生産性を向上させることとしている。特に、200 万人の雇用創出、すべての地域

やあらゆるセクターでの投資の増加を掲げている。 

 

４．１．３．経済情勢 
スリランカでは、民族的な武力紛争が続いていたが、1990 年以降、5％前後の実質成長を続け

てきた。2001 年の実質 GDP 成長率は－1.5％であったが、2002 年は 4.0％であった。2002 年の名

目 GDP は、167 億ドルで、１人当たりの GDP は、878 ドルとなっている。産業構造としては、商業

が 21％、農林水産業が 20％、製造業が 16％であるが、主要な産業は、農業（紅茶、ゴム、ココ

ナッツ、米）、製造業（繊維製品）、宝石、観光である。農業の生産（数量ベース）は、過去 10

年間で、紅茶、米が伸びている。製造業（生産額）は、過去１０年間、概ね２桁の伸びを示し、

特に、シェアの大きな繊維製品、食料品、化学製品の伸びが大きい。 

2002 年における労働人口は 712 万人、就業者数は 647 万人である。就業者数のうち、45％がサ

ービス業、34％が農林水産業、製造業が 17％である。失業率は、9.2％である。 

 

４．１．４．教育制度 
教育については、小学校は 5 年、中学校は 3年、高等学校の前期 3年までが義務教育で、終了

時に GCE（General Certificate Examination）O レベル（普通）の試験がある。高等学校後期２

年終了時に、同 A レベル（上級）の試験があり、大学への進学資格を得ることができる。通常の

国立大学は１３校（実際の進学率は２．４％と低い。）、その他教育大学（3 年）などがある。 

義務教育終了後、各種職業訓練や技術専門学校への道が用意されている。国立の学校の教育は

無料であり、義務教育においては制服の費用を国が負担している。 

 

４．１．５．IT 等の普及状況 
電力の安定供給は、数年前の停電が頻発する状況からみると改善したが、依然として深刻な問

題である。通信インフラは、近年、大幅に改善しつつある。2003 年 6 月から、コロンボ市内では、

ADSL サービスが開始された。電力の安定供給に問題があること、所得水準が低いことなどから、

情報関連機器の普及率は低いが、徐々に増加している。 

PC 普及率    1.3%（人口比）[2002 年、ITU] 

インターネットホスト数  2,335 件[2002 年、ITU] 

インターネット利用者   20 万人[2002 年、ITU] 

固定電話普及率   4.7％（人口比)[2002 年、TRCSL] 
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携帯電話普及率   4.9％（人口比）[2002 年、TRCSL] 

テレビ普及率    114 台／千人[2000 年、CBSL] 

 

 

４．２．スリランカの IT 政策（e-Sri Lanka） 

 

４．２．１．概要 
現在のスリランカでは、これまでの IT 政策を踏まえ、2002 年末に策定された e-Sri Lanka が

同国の ICT に関するビジョン（基本政策）となっている。e-Sri Lanka においては、2003 年から

の５年間を対象期間として、次の５つの柱を戦略として挙げている。 
• 実行能力の向上 
• 国家情報基盤及び実現環境の構築 
• ICT 人的資源開発 
• 電子政府、電子社会の実現 
• ソフトウェア及びＩＣＴ産業の促進 

実施体制については、政策調整を行う大臣ベースのタスクフォースが設置され、各省庁で ICT
政策を推進するとともに、実施機関として ICT エージェンシー（ICTA）が設立された。 
 
４．２．２．実施状況 
法律によって設置された特別の法人である ICTA が、科学技術省、自治省、行政省、内務省、

総務局、人事局、移民局、選挙委員会、国税局、行政改革委員会 IT 小委員会等と連携しつつ、

e-Sri Lanka を実施している。 
現在、ICTA が取り組んでいるプロジェクトは、以下の通り。 
• 政府のリエンジニアリング 
• 情報インフラストラクチュア 
• ICT 人材育成開発 
• ICT 投資及び民間セクター開発 
• 技術アーキテクチュアとしての標準とセキュリティ 
• e-Society 
• e-Ledership 及び政策立案 

 

 ICTA は、2004 より、e-Sri Lanka に関する普及啓発を図るため、”The Catalyst”という広報誌

を発行しており、今後、以下に国民の IT への取り組みを活性化できるか、手腕が問われている

ところである。 
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４．３．スリランカの IT 関連機関 

 
４．３．１．政府及び政府系機関 
スリランカの行政組織は、省庁の数が 57 と多く、また、所掌事務が分散・重複していることが

問題である。IT 分野についても、多くの省庁が関連している。現在、ICT ビジョンである「e-Sri 

Lanka」をベースにして、関係省庁が協力調整して、IT 化を推進している。e-Sri Lanka は、経済

改革・科学技術省（Ministry of Economic Reforms, Science and Technology）、その下の情報技

術評議会（CINTEC）が中心となって、世界銀行やスウェーデン国際開発協力庁（SIDA）の協力を

得てまとめたものである。 

2004 年 4 月の総選挙による政権交代後、CINTEC に代わって、ICTA(Information and 

communication Technology Agency)が、e-Sri Lanka の推進母体として、活動を開始し始めた。

その前は、ICTA は科学技術省傘下と目されていたが、現在は、首相府直轄の特別な法人と位置づ

けられており、CEOであるMr Manju Hathotuwaの下で積極的な IT振興策に取り組もうとしている。 

他方、企業振興・産業政策・投資促進省（Ministry of Enterprise Development, Industrial 

Policy and Investment Promotion）及びその下のスリランカ投資委員会（BOI）は、企業誘致に

取り組んできており、ＩＴは重点分野の一つとなっている。輸出振興委員会（EDB）は、輸出振興

に取り組んでおり、ソフトウェアの輸出にも重点が置かれている。 

通信分野は、マスコミュニケーション省（Ministry of Mass Communication）及びその下の通

信規制委員会（Telecommunication Regulatory Commission of Sri Lanka: TRC 又は TRCSL）が

所掌しており、規制緩和に努めてきている。 

 

４．３．２．民間機関 
民間では、次のような関係団体がある。 

a） スリランカ・コンピュータ・ベンダ協会（Sri Lanka Computer Vendors Association:  

SLCVA）：コンピュータ・ハードウエア関連企業の団体。1988 年設立。 

b） コンピュータ研修機関協会（Association of Computer Training Organizations: ACTOS）：

IT 研修機関の団体。1991 年設立。 

c） スリランカ・ソフトウェア産業協会（Sri Lanka Association fro the Software Industry: 

SLASI）：ソフトウェア企業の団体。1992 年設立。 

d） 認可 ISP 協会（Licensed Internet Service Providers Association: LISPA）：ISP の認

可企業の団体。 

e） スリランカ IT 産業連盟（Federation of the Information Technology Industry: FITIS）：

上述 4 協会が 1996 年に共同で発足。アジア・オセアニア・コンピュータ産業連盟（ASOCIO）

に加盟。 

f） スリランカ・コンピュータ協会（CSSL）：1976 年設立。会員 250 名、準会員 160 名、学生

会員 8,000 人となっている。1986 年、東南アジア地域コンピュータ連盟（SEARCC）に加

盟。 

g） ソフトウェア輸出者協会（Software Exporters Association: SEA）：ソフトウェア輸出や

アウトソーシング取引の企業の団体で、BOI と EDB の後援を受けている。 
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４．３．３．Sri Lanka Institute of Information Technology(SLIIT) 
 SLIT は、1999 年、スリランカ政府により設置された IT 技術者の教育機関であり、大学とは異

なるものの学士号を出すことができる。年間５００人以上の卒業生を出すことから、今後の IT

人材の有力な供給源として期待されている。コロンボ以外にも、マラベ、キャンディ、マトラに

もキャンパスがある。 

 

 

４．４．スリランカの IT 産業 
 

 スリランカは、ハードウェア面では、輸出向けに電子部品を製造している企業や部品を輸入し

てパソコンを組み立ている企業がある程度である。したがって、IT 関連機器については、そのほ

とんどを輸入に頼っている。 

 ソフトウェア企業は、100 社程度があると想定される。その中には、外資系企業もあり、米国、

英国、日本、香港、スウェーデン、オーストラリア、ベルギーなどが投資元となっている。（ソフ

トウェア産業の規模を示す明確な統計はない。） 

スリランカ投資委員会（BOI）によると、2000 年のソフトウェアの輸出額は、5,800 万ドルとい

うことである。スリランカ・ソフトウェア産業協会（SLASI） とソフトウェア輸出者協会（SEA）

は、2008 年までにソフトウェア輸出 10 億ドルを目標に掲げている。 

また、コールセンターについては、小規模なサービスが始まったばかりである。 

 スリランカにおける先進的なコンピュータの利用としては、大きな機関や国際的な機関である

中央銀行、港湾、警察、証券取引所、大手銀行、通信会社、航空会社、新聞社などが挙げられる。 

 

 

４．５．スリランカの IT 人材育成 

 
スリランカに 初にコンピュータが導入されたのは、1962 年であり、1967 年に大学でコンピュ

ータ教育が始まった。国家的取り組みは、1984 年にとりまとめられた”National Computer Policy 

for Sri Lanka”が初めてあり、コンピュータ・情報技術評議会（CINTEC：Computer ＆ Information 

Technology Council）（現在は、情報技術評議会）が設立され、各種 IT 化施策を実施してきた。 

1987 年、国際協力機構（JICA）(当時は、国際協力事業団)のプロジェクト・タイプ技術協力と

してコロンボ大学において「コンピュータ技術センター（ICT）プロジェクト」が開始された。1990

年には、スウェーデン国際開発協力庁（SIDA）の協力で、大学・研究機関の間の学術ネットワー

クの整備が開始された 

さらに、1997 年にはコンピュータ機器の関税を撤廃する措置が取られ、1998 年を「IT 年」と

し、2001 年を「IT 教育の年」とするなど情報化の発展に努めてきた。この間、1997 年に、スリ

ランカテレコム社が民営化され、日本の NTT が同社を支援（出資、人事及び技術面）することと

なり、通信インフラの整備で成果を挙げている。 

2002 年 6 月に、コロンボ大学コンピューティング校において、JICA の技術協力プロジェクト｢IT
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分野人材育成計画｣が、３年計画として開始された。将来 Web ベース訓練(WBT)を行うための学生

への訓練、Web ベース訓練のモジュールの設計・開発及び関連する研究開発の３本柱であり、2005

年 5 月に終了する予定である。本プロジェクトの成果が、コロンボ大学のみならず、スリランカ

の教育機関全体に普及していくことが望まれる。 

このように、スリランカの IT 化への取り組みは、ある程度の実績を挙げてはいるが、現時点

では、長く続いた国内の紛争の影響などにより、国際的にみると遅れをとっている。今後は、こ

れまでの教育重視政策を活かし、和平プロセスの進展、インフラの整備、e-Sri Lanka の着実な

実施により、今後、IT 化が一層推進されることが期待される。 
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５．ベトナム 

 

５．１．ベトナムの概要 

 
５．１．１．概要 
ベトナム社会主義共和国（Socialist Republic of Vietnam）はインドシナ半島の東に位置する

南北に 1,650 キロメートルの細長い国である。総面積 32 万 9,241 平方キロメートル（日本の九

州を除いた面積に相当）。国土の 4 分の 3 は山岳、丘陵、高原地帯で、北は中国、西はラオス及

びカンボジアと国境を接し、東と南は南シナ海に面している。5 月から 10 月が雨季、11 月から 4
月が乾季。亜熱帯地域に属する北部には四季があり、年間の気温の差が大きいが、南部は熱帯地

域に属し、1 年中温暖である。 
ベトナムは千年を超える中国支配を経験した中国文化圏 南端の国である。1883 年、フランス

の植民地となった後、第二次世界大戦を経て、1945 年にベトナム民主共和国として独立後、1949
年にベトナム国（親仏）が成立する。1954 年のジュネーヴ協定により南北が分割され、1955 年

に南部で共和制が成立する。1965 年に米軍の直接介入。1973 年にはパリ和平協定が締結され、

1975 年の南越崩壊を経て 1976 年に南北統一、現在の社会主義共和国が誕生した。 
図 5.1 ベトナムの地図 

 
（出典：CIA  The World Factbook 2003） 
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５．１．２．民族等 
人口約 7,971 万人（2002 年）のうち 90%をキン族（越人）が占め、残りを約 60 の少数民族が

構成している。宗教については、憲法で信仰の自由が保証されている。仏教徒が 80%で、その他

はキリスト教徒（カトリック）、カオダイ教徒などである。 
 
５．１．３．政治体制 
政治体制は、チャン・ドゥック・ルオン国家主席（1997 年就任）のもと、社会主義共和制を採

っている。ノン・ドク・マインを書記長とする国会は人民の 高代表機関で、 高国家権力機関

であり唯一の立法機関である。1986 年の第 6 回党大会にて採択された市場経済システムの導入

と対外開放化を柱としたドイモイ（刷新）路線を継続、外資導入に向けた構造改革や国際競争力

強化に取り組んでいる。他方、ドイモイの進展に伴い、貧富の差の拡大などのマイナス面も顕在

化している。首相はファン・ヴァン・カイ氏。 
 
５．１．４．経済状況 

1989 年頃よりドイモイの成果が上がり始め、1995～96 年には 9％台の高い成長を続けた。し

かし、1997 年に入り、成長率の鈍化等の傾向が表面化したのに加え、アジア経済危機の影響を受

けて外国直接投資が急減し、また輸出面でも周辺諸国との競争激化にさらされた結果、1999 年の

成長率は 4.8％に低下した。2000 年の成長率は 6.7％、2001 年は 6.8％、2002 年は 7％（政府公

表暫定）を記録し、経済は回復過程に入ったと見られる。しかし、慢性的貿易赤字、主要農産物

の国際価格低下、未成熟な投資環境等、懸念材料も依然残っている。 
主要産業は農林水産業と鉱業で、2001 年の GDP は 329 億米ドル（General Statistical Office, 

“Statistical Yearbook”）、１人当たりの GDP は 393 米ドル（IMF, “World Economic Outlook 
Database”）である。主要輸出品目は原油、繊維、水産物で、2002 年度の輸出額は 165.3 億米ド

ル、その主な相手国は日本に、米国、中国が続いている。 
 

５．１．５．労働人口 
政府の発表によると 2002 年の失業率（都市部のみ）は 6.01％となっているが、ILO の推定で

は都市部の失業率は不完全失業者を含むとおよそ 25～33％に達するとされる。求職者の多くは農

村からの人たちが大半で、総数の 85％は未熟練労働者である。国営企業の抱える余剰労働力は

150 万人とも言われ、今後その人員整理が行われれば状況は一層悪化する。また、旧東欧諸国か

ら帰国した 25 万人の出稼ぎ労働者、50 万人の退役軍人への職の提供も大きな問題である。 
 

５．１．６．教育制度 
教育制度は、6 歳から 10 歳までの 5 年間が義務教育で、その後の中等教育（4 年間）、高等教

育（3 年間）、大学教育（4～5 年間）は任意とされている。新学期は 9 月から始まり、5 月が学

年末となる。1993 年の識字率は、都市部では 93.3％（男性 96.3％、女性 90.7％）、農村部では

84.7％（男性 90.0％、女性 79.9％）である。近年、急速な経済発展を見せているものの、教育環

境はむしろ悪化していると言える。教師不足、教室不足のため、生徒一人当たりの学校での 1 日

の学習時間は小学校でわずか 3 時間と非常に短い。 
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５．１．７．マスメディア 
ベトナムのマスメディアには、新聞、雑誌、ラジオ、テレビなどがある。主要新聞として、発

行部数 60 万部の共産党機関紙「ニャンザン（人民）」のほか、人民党機関紙「クアンドイ・ニャ

ンザン（人民軍隊）」、」「トイチェ」、「タインニエン」、「サイゴン・ザイフォン」などが挙げられ

る。英語誌には、日刊紙「ベトナム・ニュース」、週刊誌「ベトナム・インベストメント・レビュ

ー」、月刊誌「ベトナム・エコノミック・タイムズ」などがある。 
ハノイ、ホーチミン市をはじめほとんどの省にラジオ放送局があり、AM 局数は 50 局以上、

FM 局は全国ネットもある。国営ボイス・オブ・ベトナムは全国域放送網で海外聴取者向けに英

語、仏語、日本語、タイ語、北京語、広東語放送も行っている。 
 
 

５．２．ベトナムの IT 政策 

 
５．２．１．IT 基本政策 
ベトナム政府は、IT が今後の経済発展にとって戦略的な役割を果たすとの理解に立ち、1995

年 4 月に「IT2000」（ベトナム情報化基本計画）を発表した。1991 年に科学技術環境省（MOSTE: 
Ministry of Science, Technology and Environment、現在は環境部門が分離したため MOST）に

より IT 政策の草案が提出され、1993 年首相が IT 政策を発表、1994 年には国家 IT 計画局設置、

その後 1995 年に IT2000 計画として承認され、現在に至っている。 
ベトナム IT2000 計画は、西暦 2000 年を目標にベトナムの情報化を推進するとの観点から名

付けられたものであり、その特徴としては、世界から適切な技術移転を行うこと、オープンシス

テムであること、アプリケーション志向型であることなどが挙げられ、IT インフラの整備、IT
産業の育成、隣国とのギャップを埋めることを目的としている。IT の導入に関しては民間の力が

未だ弱いことから、政府機関の IT 整備をまず実施し、経済・社会活動のための IT、さらに教育

トレーニング、R&D の順としている。また、本計画は人材育成を大きなテーマとしており、具

体的な数値として 2000 年までに 2 万人の IT 技術者を育成することを掲げている。 
「IT2000」に続く国家 IT 計画として 2001 年に MOSTE により IT 政策の草案が提出され、同

年首相が IT 政策を発表、2002 年 7 月 17 日に承認されたのが「IT 利用と開発のための 2005 年

計画」（決定 No.95/2002/QD-TTg）である。本計画は、2005 年までにベトナムの情報化を世界標

準に合わせるべく次の基本目標を掲げている。 
a） 地方都市を含むベトナム全土にITを普及させること。 
b） 全地方・都市を光ファイバで繋ぎ、総人口の4～5%をインターネット利用者とすること。 
c） IT産業の平均年間経済成長率を20～25%とすること。 
d） 5万人のIT専門家（うち2万5,000人は外国語堪能な高度技術者及びプログラマ）を育成す

ること。 
これらの目標を達成すべく、IT製品の著作権保護に関する法文書の作成、IT法の枠組み及びIT

開発・管理・活用に関する細則の制定、IT人材の育成、国産IT製品使用の奨励政策、ITの開発と

活用のための投資政策、国際標準に見合う国内情報産業の開発、企業のIT投資及びIT活用に対す

る優遇策、IT開発に関する政府開発援助及び海外直接投資計画への優遇策等が課題となっている。 
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５．２．２．IT 産業振興政策 
ベトナム政府は IT 産業を 重要産業のひとつと位置付け、投資促進と振興のためにさまざま

な優遇策をとっている。中でもソフトウェア産業に力を注いでおり、ハノイやホーチミン市には

相次いでソフトウェアパークが設立されている。代表的な優遇策を次に挙げる。 
 財政省はソフトウエア企業に対する優遇税適用に関する指導通知を公布している。ベトナムで

新たに設立されるソフトウェア企業は、事業開始より 15 年の間、法人所得税の税率が 10％に抑

えられる。また、課税所得が発生してから 4 年間は免税、それに続く 9 年間は税率が 50％軽減さ

れる。既に企業設立の認可、また、それに際しての優遇措置に関する認可を受けている企業は、

引き続きその許可書に規定されている通りの法人所得税が課されるが、もしその税率が今般公布

される指導通知と異なる場合は、企業側が有利な方を選択する権利を持つことになっている。 
 また、同指導通知においては、ベトナム国内でソフトウェア製造のために必要な物品で、かつ、

ベトナムでは生産できないものの輸入に関しては、付加価値税や輸入税の対象とならないと定め

ている。一方、ソフトウェア生産に直接携わるベトナム人従業員、サービス産業に直接携わるベ

トナム人従業員のうち、月収 900 万ドン（約 6 万 1,500 円）以上の収入のある者は、今後所得税

の支払い義務が発生する。 
 
５．２．３．IT 普及政策 

IT 活用と開発を進めるべく、ベトナム政府はこれまでに数多くの決定、決議等を出している。

下記はその主なものである。 
a） 方針No.58-CT/TW（2000年10月17日）：2001～2005年産業化と近代化のためのIT利用と

開発促進に関する方針 
b） 決議No.07/2000/NQ-CP（2000年6月5日）：2001～2005年ソフトウェア産業の設立と開発

のための決議文 
c） 決定No.128/2000/QD-TTg（2002年11月20日）：ソフトウェア産業投資と開発促進のため

の政策及び法案 
d） 決定No. Decision 112/QD-TTg（2001年7月25日）：2001～2005年行政運営のコンピュー

タ化計画の承認 
e） 決定No.81/2001/QD-TTg（2001年5月24日）：産業化と近代化のためのIT適用と開発方針

の実行アクションプラン 
 
 

５．３．ベトナムの IT 関連機関 

 
５．３．１．政府機関 
(1) 国家 ICT 運営委員会 
国家ICT運営委員会（NCICT；National Steering Committee on Information and 

Communication Technologies）は、2000年10月17日に出された「2001-2005年産業化と近代化

のためのIT利用と開発促進に関する方針」（No.58-CT/TW）の遂行を指揮すべく、首相決定
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No.58-CT/TWにより2002年12月3日設立された機関。 
委員長はファム・ザー・キエム副首相、常任副委員長はドー・チュン・ター郵電大臣、副委員

長はブイ・マン・ハイ科学技術副大臣となっている。 
NCICTの役割は、①ベトナム全土のICT開発に関する方向づけと調整、②ICT利用・開発の指

導及び運用に関する首相への提言、③ICT開発課題の実行に関する省庁及び地方政府の監督・評

価・支援である。 
 
(2) 郵電省（MPT） 

2002年7月、行政改革の一貫として省庁の再編成が行われ、IT産業を所掌する省として、ドー・

チュン・ター大臣の下、郵電省（Ministry of Post and Telematics; MPT）が設置された。2002
年末までMOSTがソフト産業を、工業省（Ministry of Industry; MOI）がハード産業を担当して

いたが、2003年よりソフト産業、ハード産業共にMPTの管轄となっている。 
ドー・チュン・ター大臣はNCICT常任副委員長を務めている。 
2004 年 12 月には Pham Gia Khiem 副首相は、郵電省に対しコンピュータセキュリティ等に

緊急に対応するチーム「Vietnam Computer Incident Emergency Response Team（VietCERT）」
の設置を承認した。2005 年の第 1 四半期までに大まかなスキームが固める予定となっている。

VietCERT はワームやウィルスの予防対策、セキュリティ・ギャップ等を専門に研究する。セキ

ュリティ対策に携わる諸外国の機関とも情報交換を行い、ベトナム国内でインターネットセキュ

リティやサイバ犯罪等に関する研修も実施する予定。 

 
(3) 科学技術省（MOST） 
科学技術省（Ministry of Science and Technology; MOST）は、従来ICT全般を所掌していたが、

省庁再編成により、現在は研究開発及び専門家や学者などのIT人材育成に特化している。オープ

ンソースソフトウェアに関する事項、情報技術を含む標準化については、引き続き同省の所管で

ある。ブイ・マン・ハイ副大臣はNCICT副委員長を務めている。 
 
５．３．２．民間機関 
(1) ベトナム情報処理協会（Vietnam Association for Information Processing; VAIP） 

ICT 産業の発展促進を目的に 1988 年 12月に設立された全国組織で、会員数は 4,000名を超す。

ハノイに本部を構え、ホーチミン市とハイフォンに支部がある。 
主な活動内容は、学生 IT オリンピックの開催、IT Week（11 月）の開催、ICT 開発に関する

会議の開催、毎週 30 分の ICT 活動に関するテレビ報道、月刊 ICT 雑誌（ベトナム語版で価格は

2 万ドン。ベトナムで有名な ICT 雑誌 2 誌のうち 1 誌にあたる）の発行等である。 
 
(2) ベトナムソフトウェア協会（Vietnam Software Association; VINASA） 

ソフトウェア産業の発展促進を目的に 2001 年に設立された機関で、会員数は 75 ソフトウェア企業、う

ち 2 社は米国企業、もう 2 社は日本企業である。ハノイに事務所を構え、間もなくホーチミンシティにも開

設を予定している。 

活動内容は、情報提供、研究、政府と会員企業との連携促進、外国機関との連携促進、ソフトウェア著

作権保護、研修等である。ASOCIO 加盟団体で、2003 年 11 月にハノイにて開催される ICT サミットを主
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催する。 

なお、ハードウェアについては、ベトナム電子産業協会(Vietnam Institution for Electronic 
Industry)が存在する。 

 
 

５．４．ベトナムの IT 関連指標 

 
ベトナム国内の PC 設置台数は 2002 年でおよそ 80 万台と予測される（International 

Telecommunication Union; ITU 調べ）。 
1997 年 5 月 3 日に首相がインターネット認可を宣言し、同年 11 月 19 日にインターネット接

続が開始された。インターネット利用者は年率 20～25％で増加しており、2003 年 5 月までに人

口の 2％弱にあたる 160 万人が利用者となった（MPT 調べ）。 
インターネットサービスプロバイダのうち、VNPT と FPT 社（Corporation for Financing and 

Promoting Technology）がそれぞれ市場の 62％、23％を占める大手で、その他は Ha Noi Telecom
社が 0.01％、NetNam 社が 7％、OCI 社が 2％、Sai Gon Postel 社が 4％、Military Telecom と

VIETEL が 1％ずつを占めている。 
ベトナム政府は、2003 年中に全ての研究機関、大学、職業訓練学校及び全国 1,000 余りの学校

をインターネットに接続したいと考えている。また、国民 100 人あたり 1.3～1.5 人の割合でイン

ターネットに加入させ、2005 年までに人口のおよそ 4～5％がインターネット利用者となること

を目指している。 
ハノイ、ホーチミン市、ハイフォン市にて 2003 年 7 月から、ベトナム 大手のプロバイダー

の VDC 社により MegaVNN と呼ばれる ADSL サービス（ダウンロード 2Mbps/アップロード

640kbps）が開始された。 
また、サイゴンポステル株式会社（Saigon Post & Telecommunications Joint Stock Company; 

SPT）は同年 9 月よりホーチミン市 Phu My Hung 区域の固定電話加入者を対象にサービスを提

供しており、1 万人余りが加入している。2004 年 1 月を目処に全固定電話加入者にまで拡大する

予定だ。 
インターネット電話サービスは、2003 年 7 月にベトナム郵電公社（Vietnam Posts and 

Telecommunications Corporation; VNPT）が開始したのを皮切りに、インターネットサービス

プロバイダ FPT 社や NetNam 社などによって提供されている。MPT の設定した 低基準価格は

1,400 ドン（約 10 円）／分で、通常の国際通話料金に比べて 85%引きにあたるレートで世界約

200 ヵ国への通話が可能である。支払いはサービス会社の発行するプリペイドカードで行う。 
 
 

５．５．ベトナムのソフトウェアパーク 

 
ベトナム政府はとりわけソフトウェア産業に力を入れており、ハノイやホーチミン市に相次い

で 8 つのソフトウェアパークが設立された。しかしながら、ハノイ郊外に位置するホアラック・

ハイテクパークは市街地から車で 1 時間強という立地の悪さ、周辺の未整備ゆえに不評であり、
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成功を収めているのはホーチミン市中心部に比較的近いクアンチュン・ソフトウェアシティとサ

イゴン・ソフトウェアパークのみだと言われている。加えて、ソフトウェアパークには長期的な

ビジネス関係の構築を可能にするような特別措置が必要であり、投資者にとってより魅力的な政

策が策定されるべきだと指摘されている。 
 
表 5.1 代表的なソフトウェアパーク 

Hoa Lac High-Tech Park（HHTP、ホアラック・ハイテクパーク） 

立地 ハノイ中心部より西へ 30km 

設立 1998 年 10 月（2020 年に最終完成予定） 

総面積 1,650 ヘクタール（2020 年完成予定） 

主な機能 研究・開発、教育、ハイテク産業、ソフトウェア産業等 

備考 

ベトナム初のソフトウェアパーク。 

日本の経済産業省が設立した Vietnam-Japan e-Learning Center, Hanoi（ハノイ日越 e ラーニングセ

ンタ）が入居。 

Quang Trung Software City（QTSC、クアンチュン・ソフトウェアシティ） 

立地 ホーチミン市中心部より北西へ 15km 

設立 2001 年 3 月 

総面積 40 ヘクタール 

主な機能 IT オフィス、研究・開発、教育、ソフトウェア産業、展示会・会議場、住宅、飲食店、スポーツセンタ、

ショッピングセンタ、病院等 

備考 南ベトナム最大のソフトウェアパーク。 

外国企業としては、Cisco、Sun Microsystems、インド NIIT の他に、ドイツ、スイス等の企業が入って

いる。また、神戸に本社をもつ日系企業 GABB VN も事務所を構え、プログラミングからシステム開

発まで幅広いサービスを提供している。 

2005 年はじめに Vietnam-Japan e-Learning Center, HCMC（ホーチミン市日越 e ラーニングセンタ）

が移転予定。2010 年末までに、1 万 5,000 人～2 万人のソフトウェア開発者を誘致する計画。 

Saigon Software Park（SSP、サイゴンソフトウェアパーク） 

立地 ホーチミン市 

設立 2000 年 6 月 

総面積 0.9 ヘクタール 

主な機能 IT オフィス、研究、教育、技術支援、展示会・会議場、IT マート等 

備考 小規模ではあるが、評価の高いソフトウェアパーク。 
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５．６．ベトナムの IT 産業 

 
ホーチミン市コンピュータ協会によれば、ベトナムの年間 IT 市場成長率は約 20～25％を達成

している。2003 年度上半期のハードウェア、インターネット、テレコミュニケーション市場は確

実な成長を見せており、第 1 四半期には IT 機材輸入に初の 1 億米ドル（約 119 億円）超を投じ

た。アプリケーション、人材教育、IT 産業開発等の関連諸分野に比べ、インターネットとテレコ

ミュニケーション分野は も高い成長率を示しており、中国に次いで世界第 2 位を記録している。 
2002 年度のベトナムの IT 市場規模は 3 億 9,450 万米ドルで、2003 年度は 4 億 8,330 万米ド

ル、2004 年度は 5 億 9,630 万米ドルに達すると予測されている（IDC 調べ）。 
 
分野別の IT 市場規模内訳は、ハードウェア産業が 77％、ソフトウェア産業が 14%、サービス

産業が 9%となっている（IDC2001 年調べ）。 
中でもベトナムが注力しているのがソフトウェア産業で、2002 年の売上総額は 7,500 万米ドル

である。国内で製造されるソフトウェアの多くは企業管理分野に集中しているが、著作権保護の

問題からパッケージソフトは少ない。 
VINASA によれば、ソフトウェア開発を事業内容として登録している企業はおよそ 1,000 社あ

るものの、実際にソフトウェア開発を行っている企業は 400 社程度である。ホーチミン市コンピ

ュータ協会（HCM City Computer Association）は、2005 年までに新規に 300 社のソフトウェ

ア企業を立ち上げる計画だ。 
  
また、日本の潜在 IT 市場は 860 億米ドルで、その 10％は海外のソフトウェア請負によってい

ると推測されている。ベトナムはその上位 5 ヵ国の一つに数えられるが、シェア 10％獲得を目指

して、日本とのビジネスパートナーシップの確立に努めている。 
しかし、ソフトウェア専門家の不足は深刻な問題である。その数およそ 2,000 人と見積もられ

ており、大半がプログラマである。ちなみに、IT 技術者の月給は能力・経験によって異なるが、

VINASA によると、新卒で 100～200 米ドル、実務経験 5 年で 300～500 米ドル、管理者クラス

で 200～1,000 米ドルとされる。なお、FPT 社は、日本語と IT のスキルを兼ね備えた技術者には

月給 1,000 米ドルを支給すると発表している。 
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５．７．ベトナムのオープンソースソフトウェア 

 
５．７．１．政府による OSS 振興の方針 
 ベトナムは 2000 年から OSS の利用促進に向けて準備を始め、2000 年と 2002 年に全国規模の

OSS セミナを開催し、この 2 回のセミナ後 OSS に対する需要が確実に増大している。ハノイと

ホーチミン市のインターネットゲートではOSSが利用されている。ベトナム科学技術省は IBM、

ヒューレット・パッカード、サンマクロシステムとの覚書締結に向けて準備を進めていると同時

に、OSS の開発で国連開発計画（UNDP）やフリー・ソフトウェア・グループと協調している。 
注目すべきは、2004 年 3 月 2 日、“2004－2008 年ベトナムにおけるオープンソースソフトウェ

アの活用と開発に関するマスタープラン”を首相が承認・署名、2004 年から 2008 年の 5 年間に

わたり 100 万米ドルの予算措置を決定している。このマスタープランは科学技術省から提案され

たもので、オープンソースソフトウェア（OSS）の利用と開発の促進、著作権保護の向上、コス

ト削減、特にソフトウェア分野におけるベトナム国内 IT 産業の技術力向上、高級 IT 専門家の育

成、国内のニーズに合わせた IT 製品の開発等を目的に掲げ、5 つのタスクと 8 つのサブプロジェ

クトで構成されている。全体の取り纏めは科学技術省が行い、複数にわたる省及び機関で実施さ

れる。 
 
5 つのタスク 
 ① OSS を利用したアプリケーションと開発を促進する政策の制定 
 ② OSS アプリケーション利用の促進 
 ③ OSS アプリケーションと開発のための人材育成 
 ④ 核となるソフトウェアの開発、OSS 標準の設置、各々のレベルにおける研修と資格システ

ムの確立 
⑤ OSS 分野における国際連携の促進 

 
8 つのサブプロジェクト（括弧内は担当省） 
 ① OSS アプリケーションと開発に関するフレームワーク政策の制定（郵電省） 
 ② 大学及び高等学校における OSS 導入と研修の実施（教育訓練省） 
 ③ 職業訓練学校における OSS 研修（労働省） 
 ④ 各州の公務員に対する OSS アプリケーション研修（自治省） 
⑤ ハノイ・ホーチミンでの OSS アプリケーション及び開発におけるパイロットプロジェク

ト（ハノイ及びホーチミン人民政府） 
 ⑥ 国防における OSS アプリケーション及び開発のパイロット導入（国防省） 
 ⑦ セキュリティにおける OSS アプリケーション及び開発のパイロット導入（治安省） 
⑧ 核となるソフトウェア、OSS 標準、高級 IT 技術者の研修資格システムの開発（科学技術

省） 
 
このマスタープランに基づき、現在 MOST(オープンソースソフトウェア（OSS）委員会)では、

人材育成、OSS 製品開発、R&D、政府機関に対するサポート体制、OSS の認知度向上などの機
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能を備えた OSS リソースセンタ設立に向けて動いている。 政府の積極的な取り組みの下、2002
年 11 月にベトナム語版 Linux“Vietkey”が誕生した。これは、Vietkey Group の若手プログラマ

が開発したオペレーティングシステムで、同年の「ベトナム・インテリジェンスコンテスト」で

優秀賞を受賞している。 また、大学や専門学校等でも OSS に関する教育が行われており、

将来的には大学のプラットフォームは OSS に一本化される見通しである。 
 
５．７．２．企業・市場動向 
 Vietkey や CMC などのベトナムソフトウェア企業が、ベトナム語バージョンの Linux ディス

トリビューションを開発、現在ベトナム国内で 3 種類ぐらいのデスクトップ用 Linux ディストリ

ビューションがあり、現在サーバ OS も開発中である。 
 
５．７．３． 教育 
 科学技術省（Ministry of Science and Technology; MOST）はブイ・マイン・ハイ副大臣を

委員長にオープンソースソフトウェア（OSS）委員会を設置し、OSS の導入を奨励している。2002
年 11 月に誕生したベトナム語版 Linux “Vietkey” は Vietkey Group の若手プログラマが開発し

たオペレーティングシステムで、同年度の「ベトナム・インテリジェンスコンテスト」で 優秀

賞を受賞している。大学や専門学校等でも OSS に関する教育が行われており、将来的に大学の

プラットフォームを OSS に一本化する見通しだ。2004 年 3 月には、ハノイにて MOST と CICC
（（財）国際情報化協力センター）共催の OSS シンポジウムが開催された。 
また、ハノイ科学技術大学、カントー大学、ホーチミン大学は OSS パイロットプロジェクトを

実施している。インドの IT 教育機関である Aptech は OSS 研修を実施している。教育訓練省は 
Sun Microsystems と MOU を結び、Star Office を教育・訓練の場に取り入れることに合意した。 
 
 

５．８．ベトナムの IT 人材育成 

 
５．８．１．概要 
ベトナム政府は、マスタープランに基づき、2005 年までに 5 万人の IT 専門家（うち 2 万 5 千

人は外国語に堪能な高度技術者及びプログラマ）を送り出すことを目標に、人材育成に力を注い

でいる。今日、ベトナムには学位取得レベルの IT 産業従事者が約 2 万人いると言われている。 
学校における IT 教育は Ministry of Education and Training（MOET、教育訓練省）によって、

また専門家や学者の育成については Ministry of Science and Technology（MOST、科学技術省）

によって主導されており、これらに加えて 近では民間の IT 教育機関が出現してきている。 
 
５．８．２．代表的な大学コンピュータ学科 

IT 教育で名高い大学としては、Hanoi National University、Ho Chi Minh City National 
University、Hue University 、Da Nang University、Can Tho University、Hanoi University 
of Technology、Ho Chi Minh City University of Technology 等が挙げられる。 
以下、代表的な大学を掲げる。 



83 

（1）Hanoi National University（ハノイ国家大学） 
 JICA の支援で IT 研修プロジェクトを実施した Vietnam Information Technology Training 
Institute(VITTI、ベトナム情報処理研究所 ) を基に、2001 年に Information Technology 
Institute(ITI) が設立された。 

ITI は、IT に関する研究・開発を行うと共に、学部生及び学院生を対象とした IT 教育プログ

ラムを実施している。インターネット・コンピュータ入門に始まり、ネットワーク技術、データ

ベース・インターネットアプリケーション、クライアント・サーバシステム、Unix クライアン

ト・サーバ、IT プロジェクトマネージャといった幅広いコースを提供している。 
 
（2）Ho Chi Minh City National University（ホーチミン市国家大学） 

2003 年 9 月、ベトナム初のインターネット上での IT 修士課程を開始した。オンライン講義等

全教科課程の 70％をネットワーク上で提供するもので、現在、試験的に 150～200 名の学生を受

け入れている。試験プログラム終了後は、MOET により公式プログラムが制定される予定である。 
 
（3）Can Tho University（カントー大学） 

高度なプログラマの養成を目的としたソフトウェアセンタを運営しており、インドのAptec社、

オーストラリアの Royal Melbourne Institute of Technology（RMIT）12の他、米国等の大学とも

連携している。 
 
（4）Hanoi University of Technology（ハノイ工科大学） 

1956 年創立。25,000 人の学生を抱える 5 年制の国立大学で、毎年 300 人の IT 専門家を輩出

している。 
 
（5）Ho Chi Minh City University of Technology（ホーチミン市工科大学） 

1957 年創立。2 万 7,000 人の学生を抱える 4.5 年制の国立大学。IT 学部生は約 300 名。主な

研究分野は、並列計算・ネットワークコンピューティング、人工知能、DSS、組込システム等。 
 
５．８．３．大学以外の IT 教育機関 
先に述べた大学に加えて、専門学校や研修センタ等においても IT 教育が実施されている。

近では民間主体の機関も誕生しており、終業後に熱心に勉学に励む人々の姿が見られる。大規模

なものを次に挙げる。 
（1）International Training Center（ITC） 
Center for Development of Information Technology（CDiT）13が 2003 年 10 月、ハノイのベト

ナム商工会議所ビル内に設置した教育センタ。Cisco 認定ネットワークアソシエイト、Oracle デ

ータベースマネジメント、Linux オペレーション、Windows 2000、Unix、統一モデリング言語

                                                  
12 1887 年に設立されたオーストラリア最大の大学で、生徒数は 5 万 5,000 人（うち留学生は 9,000 人）を超える。1992 年以

降、教育、ビジネス、研究等においてベトナムとの協力を深め、初の海外校をホーチミン市に設置した。ベトナム校では、

IT、ソフトウェアエンジニアリング、商業、教育、ビジネス等を学ぶことができる。現在、第 2 キャンパスをサイゴンサウス地

区に建設中。 
13 VNPT の関連機関として 1999 年に設立。郵便・電気通信分野における IT 研究と技術移転を行っている。 



84 

（UML）その他電気通信分野で使用されるソフトウェアに関するコースを提供している。2004
年は 1,000 人、2005 年までに 5,000 人を受け入れる計画である。 
 
（2）PT Center for Information Training and Technology Transfer 
ハノイにある国内 大の IT 専門学校。講師 200 名、学生 2,000 名を抱え、600 台の PC が設

置されている。 
 
（3）NIIT 社（インド） 
ベトナム国内 9 ヵ所（うち 3 ヵ所はホーチミン市）に研修センタを設立している（2004 年 1

月時点）。2003 年度奨学研修プログラムでは、ベトナム人学生 800 名を対象に、応用プログラミ

ング、応用開発、ソフトウェア開発プログラミング、電子商取引プログラミング、電子商取引、

ビジネスデータベース、ネットワーク管理の 7 コースが半年間ないし 3 年間の予定で提供されて

いる。 
 
（4）Aptec 社（インド） 
 FPT社と合弁で設立した専門学校の他に、ベトナム国内18ヵ所で研修センタを運営している。

アプリケーションツール、クライアント・サーバ、データベース、インターネット、ネットワー

キング、プログラミング等のコースを提供している。 
 
５．８．４．小学校、中学校、高校、大学でのコンピュータ設置状況 

MOET の調べによれば、多くの小学校にはコンピュータルームがあり、中等教育機関の約 80％
にコンピュータが設置されている。2003 年には、アジア開発銀行の融資している中等教育開発計

画の一環として、ベトナム製 PC “Powercom” およそ 5,000 台が国内 630 余りの中学校に設置さ

れた。 
NCICT（国家情報通信技術運営委員会）によると、15％の高校とほとんどの大学がダイヤルア

ップでインターネットに接続している。LAN を導入している大学数は 40 程度で、うち 10 大学

が専用のインターネット通信網を備え、また 19 大学が独自のウェブサイトを運営している。2003
年に MOET と MPT によって実施された計画により、インターネットアクセス用の PC 低 2 台

と固定電話回線が全国 64 都市・地方の大学、高校の 96％に設置され、教育、研修、学生登録手

続き等に活用されている。なお、ホーチミン市は 2004 年中に全ての市立高校にインターネット

接続環境を整えることを計画しており、MOET と Electricity of Vietnam（ベトナム電力）は全

ての大学に光ファイバを整備する計画を実行中である。 
また、世界銀行の貸付資金を活用した高等教育プロジェクトにより、大学がより迅速に情報を

入手できるよう電子図書館と情報センタの設立資金が 14 大学へ提供されている。 
MOET の定める基準では、大学ではいずれの学部の学生に対しても合計 75 時間がコンピュー

タ教育に充てられることになっており、社会科学系の学生には文書の作成や保存、自然科学系の

学生にはデータ処理や PASCAL 言語の習得等を課している。情報処理専門学科の学生の場合は、

この他に COBOL や C 等のプログラミング言語の習得が加わる 
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５．８．５．IT 技術者向け日本語教育 
近年、日本からのソフトウェアアウトソーシングが重要ビジネスと位置づけられており、これ

を受けて IT 技術者を対象とした日本語教育が開始されている。その例をいくつか挙げる。 
①FPT 社ドンヅー研修センター 

2003 年 8 月、FPT 社が社員の日本語コミュニケーション能力と日本文化の修得を目的として

設立したセンタ。日本語については、 初の半年で日本語能力検定 3 級程度を学習し、次の半

年で 2 級程度まで指導する。技術面では、Fundamental Information Technology Engineer 
Examination（FE、基本情報技術者試験）レベルを目標としている。 

②ベトナム日本人材協力センター 
JICA の協力（期間：2000 年 9 月～2005 年 8 月末）により、日越の社会や文化への相互理解

の向上、日越間の人的関係の強化を目的として外国貿易大学（ハノイ本校、ホーチミン分校）

内に設置されたセンタ。日本語コース（中級、上級、ビジネス日本語）が実施されている。 
③QTSC 
ホーチミン工科大学と連携し、主に QTSC に勤務する IT 技術者と工科大学の学生を対象とし

て、日本語会話やビジネススキル、習慣等に関する指導を行っている。授業開始 7 ヵ月目には

日本の IT プロジェクトに参加可能なレベルまで養成する。同ソフトウェアシティの手掛ける

Japan-Vietnam Portal for Engineer (JVPE) プロジェクトの一環で、2003 年 9 月より開始さ

れた。初年度は 1 クラス 40 名（工科大学の教師 5 名、IT 技術者 15 名、工科大学 IT 科 5 年生

15 名、機械科 5 年生 5 名）の 1 年間コースが開講されている。 
 

５．８．６．IT 技術者資格認定制度 
日本の経済産業省が推進している情報処理技術者試験が、Ministry of Science and Technology

（MOST、科学技術省）の監督の下、Hoa Lac High-Tech Park Management Board（ホアラッ

ク・ハイテクパーク管理委員会）及び Vietnam Information Technology Engineer Examination 
and Training Support Center(VITEC、ベトナム情報技術試験訓練支援センタ)14により実施され

ている。試験科目は、Fundamental Information Technology Engineer Examination（FE、基

本情報技術者試験）と Software Design & Development Engineer Examination（SW、ソフト

ウェア開発技術者試験）の 2 種で、受験料は 25 万ドン（約 1,700 円）、試験問題はベトナム語・

英語併記となっている。ハノイとホーチミン市にそれぞれ設立された Vietnam-Japan 
e-Learning Center（日越 e ラーニングセンター）では、同試験対策コースが開講されている。 
さらに、2005 年 1 月、新たにソフトウェア開発技術者(以下、SW)の資格試験制度を相互認証

することで合意・調印したところである。 
他方、日本以外の制度としても、各種ベンダーの実施する試験や諸外国の制度に準拠した IT

技術者資格認定制度が普及してきており、Cisco、Oracle（DBA）、Sun、Linux、Microsoft 等に

加え、インドの Aptech や NIIT 等の制度がある。Can Tho 大学ソフトウェアセンターでは 2003
年、国際標準に基づき 101 人のプログラマを初めて認定している。 

                                                  
14 Department of Science and Technology（DOST、科学技術局）傘下の Information Technology Training Institute Ho Chi 

Minh City（ITTI、ホーチミン市情報技術研修協会）がホーチミン市支部となっている。 
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６．マレーシア 

 

６．１．マレーシアの概要 

 
６．１．１．概要 
マレーシア（Malaysia）は赤道直下北緯 1 度から 7 度の間、東南アジアの中心に位置し、タイ

と国境を接するマレー半島部の西マレーシアと、南シナ海を隔てたボルネオ島の、インドネシア

領カリマンタンと接するサバ、サラワク両州から成る総面積 32 万 9,735 平方キロメートルの国

である。高温多湿で年間を通じ大きな気温の変化はなく、平均気温は 27℃前後である。はっきり

とした雨期、乾期の区別はないが、気候は南シナ海とインド洋からの風に大きな影響を受け、南

西モンスーン期と北東モンスーン期に大別される。東海岸では 10～3 月が、西海岸では 4～10 月

がモンスーン期にあたり、多量の雨を伴った風が吹く。1957 年、マラヤ連邦として独立し、1963
年にシンガポール、サバ、サラクワを加えてマレーシア連邦を結成した。その後、1965 年にシン

ガポールが分離独立し、現在のマレーシアとなった。 
 
図 6.1 マレーシアの地図 

 
（出典：CIA  The World Factbook 2003） 

 
６．１．２．民族 
人口約 2,453 万人（2002 年）を抱えるマレーシアは複合多民族国家で、マレー系（65.1％）、

中国系（26.0％）、インド系（7.7％）の他、カダザン、バジャウ、イバンなどの先住民族（1.2％）

で構成され、それぞれの民族が独自の習慣、祭事、宗教、衣装、食生活などの文化、伝統を守り

ながら共存共栄して住んでいる。国教はイスラム教でマレー系の大半が信仰しているが、国民の

信教は自由とされており、中国系は主に仏教徒、インド系は主にヒンズー教徒である。 
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６．１．３．政治体制 
マレーシアは立憲君主制を採り、13 州（マレー半島部の 11 州、サバ州、サラワク州）と連邦

直轄区（クアラルンプール、ラブアン、プロラジャヤ）に区分される。元首は国王で、9 州のス

ルタン（13 州のうちペナン、マラッカ、サバ、サラワクの 4 州にはスルタンが存在しない）の中

からスルタン会議において互選によって決定される。国王は内閣総理大臣を任命し、国会を通過

した法律を裁可し、内閣の助言に基づいて行政権その他憲法及び連邦法に定められた行為を行う。 
実質的な権力は、首相にあり、マハティール・モハマド首相（1981 年 7 月就任）が長くマレ

ーシアを指導してきた。2003 年 10 月末日、22 年間にわたる長期政権を維持してきたマハティー

ル首相が下院議員を除いて政府及び党の全ての職を辞し、アブドゥラ副首相が第 5 代首相に就任

した。 
 

６．１．４．経済状況 
マレーシアはかつてゴムと錫中心の典型的なモノカルチャー型経済であったが、政府は、1960

年代に消費財を主眼とした輸入代替工業化政策、70 年代には輸出加工区の設置を基幹とする輸出

指向型産業の育成を開始した。1997 年に通貨・金融危機による経済困難に直面したが、IMF の

支援を仰がずに独自の経済政策を推進。1998 年 9 月に為替管理措置を導入し、翌年 2 月以降に

緩和した。1998 年はマイナス成長を記録したが、製造業を中心に回復し。2002 年の実質成長率

は 4.5％（Bank Negara Malaysia, “Monthly Statistical Bulletin”）となった。 
主要産業は製造業（電気機器）、農林業（天然ゴム、パーム油、木材）及び鉱業（錫、原油、

LNG）で、2002 年の GDP は 951 億 5710 万 5263 米ドル（Bank Negara Malaysia, “Monthly 
Statistical Bulletin”）、１人当たりの GDP は 3,879 米ドル（IMF, “World Economic Outlook 
Database”）。主要輸出品目は電気製品、原油、LNG、パーム油、繊維製品で、2002 年の輸出額

は 932 億 8,342 万 1,052 米ドル（Bank Negara Malaysia, “Monthly Statistical Bulletin”）、そ

の主な相手国は米国、シンガポールに日本が続いている。 
 

６．１．５．労働人口 
マレーシアの人口は ASEAN 諸国の中ではシンガポール、ブルネイを除き も少なく、労働人

口の総人口に占める割合は 40％前後である。また、発展途上国でありながら外国人労働者に大き

く依存している点もマレーシアの労働構造の特徴であり、1997 年に通貨危機に直面する前はイン

ドネシア、バングラデシュなどから不法労働者を含め 170 万人に達していた。その後の経済低迷

により、外国人労働者の本国送還を行っているが、基本的に人口が小さく常に労働力不足、とり

わけ単純労働者不足に陥っており、外国人労働者依存は構造的問題となっている。また、農村部

から都市部への人口移動が激しい。失業率は 2000 年には 3.1％に落ち着いている。 
 

６．１．６．教育制度 
教育の主眼のひとつは複合民族国家としてのマレーシアを統合していくことである。その方策

がマレー語教育を中心とする教育の「マレー化」で、独立以来、教育省はマレー系の小学校（国

民学校）はもちろんのこと、中国語やタミール語で授業を行う小学校（国民型学校）においても

これを推進してきた。この方策を進めるため、各州には教育省の地方部局に相当する教育庁が置

かれ、その下に複数の教育事務所が配置されている。 
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学制は英国の制度を基にしており、初等教育（6 年）、中等教育（前期 3 年・後期 2 年の計 5
年）、高等教育の 3 段階に分かれている。初等教育未就学児童の保護者に対する罰則はなく厳密

な意味では義務教育ではないが、前期中等教育終了までの授業料は無料であるため就学率が高く、

小学校では 100％に近い。中等教育は下等中等学校、上等中等学校及び大学予科、専門学校に分

かれる。前期 3 年と後期 2 年で構成され、後期以降は普通教育と職業教育の 2 本立てになってい

る。中等教育終了後進学できる学校には、教員養成学校（2 年制）、ポリテクニック（3 年制ある

いは 2 年制）がある。高等教育は大学（修学年限は 3～6 年。学部によって異なる）、大学院が中

心である。 
 

６．１．７．マスメディア 
マレーシアの新聞にはマレー紙、英字紙、華字紙、タミール語紙などがあり、発行部数はマレ

ー紙 168 万部、英字紙 102 万部、華字紙 57 万部、タミール語紙 25 万部、その他 5 万部で計 334
万部（1995 年）となっている。各紙の内訳は次のとおりである。 

1984 年より国営通信社 Bernama（1968 年設立）が海外通信社からの全てのニュースを国内で

配信している。 
テレビ放送は、1968 年に開局された国営 Radio and Television Malaysia (RTM) と 1984 年に

開局された民放系テレビティガの全国ネットがある。 
 
 

６．２．マレーシアの IT 政策 

 
６．２．１．マルチメディア・スーパー・コリドー（MSC） 
おそらく世界で も有名な IT 政策の一つがマレーシアの IT 政策、すなわちマルチメディア・

スーパー・コリドー（MSC）計画であろう。1995 年 8 月 25 日に新行政首都であるプトラジャヤ

の起工式において、マハティ－ル首相によりマルチメディア・スーパー・コリドー（MSC: Multi 
Media Super Corridor）計画が正式に発表された。マルチメヂィア・スーパー・コリドーとは、

クアラルンプール・シティ・センター（KLCC）、プトラジャヤ新行政都市、サイバージャヤ、98
年 6 月開港の KL 新空港（KLIA）を含む 15Km×50Km の地域で、マルチメディア技術を活用し

た都市開発を行う計画である。マハティ－ル首相自身の強い政治的意思により推進されている。

サイバージャヤはその中心であり、マルチメディア産業、R&D センター、マルチメディア大学、

多国籍企業の統括部門等を誘致する広大なインテリジェント・シティーである。 
MSC は、2020 年に先進国入りするとの“VISION2020”を達成するため、これまで、マレーシ

ア経済を牽引してきた製造業と合わせて、新たに IT 産業を中心とするサービス・知識集約型産

業を育成することを目標としている。IT は、第 3 次長期経済計画（2001 年 4 月国会で承認され

た 10 年計画）では知識集約型産業の担い手として位置付けられるとともに、第 8 次 5 カ年計画

（2001 年 4 月、第 3 次長期経済計画の具体化策として国会で承認された 5 年計画）ではより具

体的な振興策が規定されている。 
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（出典：ジェトロ・クアラルンプール・センター） 
 

MSC 計画は 1996 年～2020 年の長期計画であり、以下の３つのフェーズから成っている。 
① 第 1 フェーズ：マルチメディア/・スーパー・コリドーの開発、世界レベル企業の誘致、

７つのフラッグシップ・プロジェクトの開始、世界をリードするサイバー法の整備、世

界初のインテリジェントシティーサイバージャヤとプトラジャヤの完成。 
② 第２フェーズ：マレーシア国内外のインテリジェントシティーとのリンク、フラッグシ

ップ・プロジェクト、サイバー法の世界標準化。 
③ 第 3 フェーズ：マレーシアの知識ベース社会への転換、IT・マルチメディアに関する研

究開発実験場の提供、世界の情報スーパーハイウェーへの接続、国際サイバー裁判所の

プラットフォームとなること。 
 

MSC 構想の主な内容は、次の 3 点である。 
 
①マルチメディア・IT 分野の先端的企業・研究機関の誘致 

MSC 進出企業へのワンストップサービスを提供するための機関として、Multimedia 
Development Corporation（MDC、マルチメディア開発公社）が 1996 年 8 月に設立された。

「MSC ステータス」を取得した企業には、 長 10 年間の法人税免除などの優遇措置がある。 
②実用的アプリケーションの開発による需要創出 
現在、電子政府、遠隔教育、スマートスクール、多目的カードなど 4 つのマルチメディア

開発推進型アプリケーションの開発が進められている。 
③インテリジェント都市開発 

2005 年初めまでに連邦政府の全省庁をクアラルンプール郊外の新行政都市「プトラジャ

ヤ」に移転させる計画がある。現在整備中の同都市の広さは約 46 平方キロメートル。首相

先進国レベルへの到達を目標設定 

MSCなど大型プロジェクト 

中小企業育成 

複線型

工業化

選択的輸入 

代替工業化 
輸出振興支援 

ハイテク産業重視 

貧困撲滅 

社会再編成（ブミプトラ優遇） 

ICT 

7 1    7 6    8 1    8 6    9 1    9 6    0 1    0 6

VISION2020 

長期経済計画 

5カ年計画、 

工業化計画 

知識集約型経済 
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府、外務省、人的資源省などは既に移転している。また、省庁移転と並行して大規模植物園

や総合会議施設を整備する方針だ。 
 

６．２．２．5 ヵ年計画 
前述の「ビジョン 2020」の具体化策として 2001 年 4 月に発表された「第 8 次マレーシア開発

計画」の内容は次のとおりである。 

①マレーシアを世界的な IT 及びマルチメディアのハブとして位置付ける。 

②通信インフラを整備し、都市と地方間とのデジタルデバイドを縮小する。 

③IT 分野の人材育成に力を入れる。 

④電子商取引の利用促進により市場競争力を強化する。同時に、関連法の整備も進める。 

⑤コンテンツ産業を育成する。 

⑥7 つの利用計画（フラッグシップアプリケーション）を実現する。 

・ 電子政府 

・ 多目的カード“MyKad” 

・ スマートスクール 

・ 遠隔医療 

・ 研究開発拠点 

・ 遠隔製造ネットワーク 

・ 国際ビジネス拠点 

⑦IT 関連中小企業の集積を強化する。 

⑧IT 関連の研究開発を促進する。 

 

６．２．３．IT 産業振興政策 
(1) 企業の研究開発投資に対する各種投資優遇措置 
① 契約研究開発会社 
契約研究開発会社（関連会社以外の会社に対して研究開発サービスをマレーシア国内で行う

会社）は 5 年間の法人所得全額免除のパイオニアステータスあるいは 10 年以内に生じた適格

資本支出に対する 100％の投資税額控除（Investment Tax Allowance: ITA）に申請することが

できる。これは、各賦課年度の法定所得の 70％までを限度として相殺することが可能である。 
 

② 研究開発会社 
研究開発会社（関連会社あるいはその他の会社に対して研究開発サービスをマレーシア国内

で行う会社）は、10 年以内に生じた適格資本支出に対する 100％投資税額控除（ITA）を申請

することができる。これは、各賦課年度の法定所得の 70％までを限度として相殺することが可

能である。関連会社は対象として認可された研究開発会社に支払いが発生しても 2 重控除は享

受できない。しかし、当該研究開発会社がこの優遇措置を選択しない場合は、関連会社の方で

その研究開発会社により遂行された研究開発に対する支払いの 2 重控除を引き続き享受できる。 
 

③ 社内研究開発 
マレーシア国内で社内研究開発（自社事業のために社内で行われる研究開発）を行う会社は、
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下記優遇措置を申請できる。 
• 研究開発に関する 10 年以内に生じた資本的支出の 50％が投資税額控除（ITA）として認

められる。これは、各賦課年度の法定所得の 70％までを限度として相殺することが可能で

ある。 
• 事業当事者が直接または代理人が行った研究（大蔵大臣が承認したもの）に支出した経費

は、2 重控除（研究開発費を費用として計算した残りの利益から再び研究開発費と同額の

控除を行い、残りに法人税率をかける）の対象になる。この他、大蔵大臣が対象として承

認した研究に要した支出も 2 重控除の対象となる。 
 
④ その他の優遇措置 
• 現金による寄付や支払いに対する 2 重控除：対象となる研究機関に対する現金による寄付

金及び R&D を事業とする企業や特定企業と契約した R&D 企業への支払いも 2 重控除の

対象となる。 
• 産業用建築物控除：対象となる研究目的に使用された建築物について、初年度 10％、年次

2％の産業用建築物の控除が認められる。 
• プラント及び機械に対する減価償却：承認された研究目的に使用されるプラント及び機械

は税務上の減価償却の対象となる。 
• 輸入税、販売税、物品税の免税：研究開発目的で使用される機械／機器、材料、原材料／

部品、サンプルで輸入税、販売税、物品税が課せられるものは免税の対象となる。 
• ハイテク産業に対する優遇措置：ハイテク企業とは、1986 年投資振興法に定められた高度

なエレクトロニクス、ソフトウェア他新しい先端技術分野の製造を行う企業のことであり、

5 年間の法定所得が全額免税となるパイオニアステータスあるいは 5 年以内に発生した資

本的支出に対して 60％の投資税額控除枠（各賦課年度の法定所得に対する制限なし）が与

えられる。 
• 研修施設の設立及び拡張に対する優遇措置：技術研修施設を設立、更新あるいは拡張する

資本的支出の 100％が 10 年間 ITA として認められる。当該施設に係る研修に使用される

原料、機械、装置の輸入税も免除される。 
• ソフトウェア開発に対する優遇措置：コンピュータソフトウェアの開発を奨励する政府の

方針に沿い、オリジナルソフトウェアの開発を行う会社及び既に確立していると認められ

るもの以外の既存ソフトウェアの大幅な変更を行う会社は、1986 年投資促進法に規定され

ている 5 年間のパイオニアステータス（法定所得の 30％についてのみ課税）を申請する資

格がある。 
 
(2) 補助金、融資制度 
① 重点分野研究強化プログラム(Intensification of Research in Priority Areas: IRPA) 

国の社会経済開発に必要な技術基盤を確立する重要分野に公的資金が投資されることを目的

に、1988 年に 4 億 RM で設立された。対象機関は公的研究所、大学、政府機関で、必要経費

に対し 100％補助。ICT が経済の主要な部分となりつつあるところから、新しい状況への対応

を可能にする技術の開発を支援するため、優先研究分野を 5 から 11 に拡大するなど変更がな

されている。 
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② 工業研究開発補助金プログラム(Industry Research and Development Grant Scheme: 
IGS) 

民間による R&D の奨励を目的に、1997 年に IRPA から 1 億 RM の予算が割り当てられて設

立された。主な特徴は、助成支援に応募する民間企業、大学、研究機関の間の協力を促す点に

ある。これまでに IT、コンピュータシステムその他の分野の研究活動が認可されている。 
③ 科学技術人材開発基金（S&T HRD Fund） 
第 7 次マレーシア計画の下 1997 年に 3 億 RM で設立された。IT など科学技術分野の 

修士・博士課程修了生の研究に対して奨学金を出し、その育成を支援する。大学院進学者を大

卒者の 10％程度にまで引き上げることが目標である。 
④ マルチメディア・スーパー・コリドー研究開発補助金制度(Multimedia Super Corridor 

Research and Development Grant Scheme: MGS) 
マルチメディア・スーパー・コリドーへの進出企業が行う研究開発費用の 低 50％を補助す

る制度。 
⑤ 実証応用補助金(Demonstrator Applications Grant Scheme: DAGS） 
マレーシアの社会ニーズに合致しマレーシアのものを使用した独自のデザインのものを支援

する目的で 1998 年に設立された。優先分野は IT のため Malaysian Institute of 
Microelectronics Systems（MIMOS、マレーシアマイクロエレクトロニクスシステム研究所）

によって実施されており、プロジェクト経費の 70％が補助される。 
 

６．２．４．IT 普及政策 
マレーシアの IT 普及政策については、通常のインフラ整備、IT リテラシーの向上、サイバー

法の整備、通話料の低減等種々にわたるが、その他、次のような独自の取り組みを行っている。 
 教育省は、デジタルデバイドの解消や学校での IT の活用にも力を入れている。Ministry of 
Education（MOE、教育省）の予算が国家予算のうち大きな割合を占めていることからも明らか

なように、マレーシア政府は教育分野に特に力を注いでいる。MOE 自体も各州にサーバをもち、

職員名簿などのインターネットアプリケーションを活用している。現在、職員 2 人につき 1 台の

割合で PC が設置されているが、2005 年までに全職員に 1 台ずつ PC を提供する計画である。 
MOE が も重要視しているのがデジタルデバイドの解消である。クアラルンプール周辺のク

ランバレー地区では全ての初等・中等学校でインターネットを利用できるのに対し、地方にある

学校のほとんどはインターネット接続環境がないのが現状である。また、電話回線を備えていな

い学校は全体の 1 割程度にあたると見積もられている。 
また、MSC と連携してフラグシップのひとつである「スマートスクール」プロジェクトに積

極的に取り組んでおり、2010 年までに全ての学校をスマートスクール化することを目標としてい

る。スマートスクールの要件としては、PC ラボが設置されていること、MOE 主催の 14 週間に

わたる特別研修を教師が受講していることなどが挙げられ、ICT を学習の手段として取り入れて

いる。1990 年以降、教師養成大学では基礎情報学コースの受講が義務付けられており、MOE は

週末や長期休暇中などに、希望者を対象とした集中コースを提供している。 
MOE のカリキュラムに従い、生徒はインターネットサイトを利用してマルチメディアチュー

トリアルや個別学習プログラムなどを活用することができる。 
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６．３．マレーシアの IT 関連機関 
 

情報化を担当している政府機関及び関係機関については、National Information Technology 
Council（NITC、国家情報技術評議会）、Multimedia Development Corporation（MDC、マル

チメディア開発公社）、Malaysian Administrative Modernization and Management Planning 
Unit（MAMPU、行政近代化管理院）、Ministry of International Trade and Industry（MITI、
国際貿易産業省）、Ministry of Science Technology and innovation MECM、科学技術革新省）、

Ministry of Energy, Water and Communication(エネルギー・水・通信省 )、  Malaysian 
Communications and Multimedia Commission（MCMC、マレーシア通信マルチメディア委員

会）、Malaysian Institute of Microelectronics Systems（MIMOS、マレーシアマイクロエレク

トロニクスシステム研究所）、等がある。MIMOS はタイの NECTEC 同様、政府系のコンピュー

タ技術の研究機関であるが、会社化されており、フレキシブルな活動を行っている。1996 年に民

営化された後も、上述の NITC の事務局として機能している。人員は現在約 800 名。マレーシア

初のインターネットサービスプロバイダ（JARING）でもある。 
この内 Ministry of Science Technology and innovation MECM、科学技術革新省）と Ministry 

of Energy, Water and Communication(エネルギー、水、通信省)は 2004 年 3 月の省庁再編によ

り設立され Ministry of Energy, Communication and Multimedia（MECM、エネルギー・通信・

マルチメディア省）が管轄していた ICT 産業が２つの省に分掌された。ICT に関わる研究開発支

援を行っていた旧科学技術環境省は科学技術革新省に改名され、同省は MECM が担当した IT・
マルチメディア関連を開発するとともに、マルチメディア開発公社、マレーシア技術開発公社を

所管する。エネルギー・水・通信省は通信インフラを担当している。 
 

 

６．４．マレーシアの電子政府 
 

マレーシアはマハティール前首相の指導のもとに IT 化を進めてきた。そこには、純粋な IT へ

の期待と同時にシンガポールの発展を常に意識したものである。MSC の総面積が 750 平方キロ

メートルであるが、これはシンガポールの総面積を上回るように設定されている。電子政府につ

いては、シンガポールのそれが世界的にも評価されるものであることから、マレーシアも電子政

府の整備に相当力を注いでいる。マレーシアの特徴的な電子政府については、次のようなものが

ある。 
 

６．４．１．多目的 IC カード“MyKad” 
MyKad は National Registration Department（登録局）の発行している多目的 IC カードで、MSC

フラッグシップアプリケーションのひとつである。現在 MyKad が備えているアプリケーションは

次の 7 つである。 

a） 身分証明証 

b） 運転免許証 
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c） マレーシア出入国管理情報 

d） 健康情報 

e） 電子マネー 

f） 自動判読機サービス Touch and Go 

g） 高速道路料金、PuttraLRT 鉄道、May バスに加え、いくつかのガソリンスタンドで使用可

能であるが、車を運転する人々の間での普及率はさほど高くないのが現状のようだ。 

h） PKI（Public Key Infrastructure） 

 

2003 年 12 月までにおよそ 6,800 万枚が発行されているが、電子マネー機能利用者が約 350 万

人、ATM 機能利用者が約 300 万人と、国民の活用状況は十分だとは言えない。PKI 機能に関しては、

MIMOS が業務スケジューリングや交通機関の予約などに活用している程度である。また、出生証

明あるいは身分証明を有しない人々に同カードを普及させるべく、内陸部の村落に機動部隊を派

遣している。National Registration Department は、2005 年までにさらに 9,500 万枚の発行を目

指している。 

 

６．４．２．電子政府 
電子政府も MSC フラッグシップアプリケーションのひとつに数えられ、MAMPU は次の 7 つのプ

ロジェクトを主導している。 

a） 電子公共サービス（料金決済、乗り物運転登録など） 

b） 電子調達 

c） 人材管理システム（公共サービスにおける共通システム） 

d） プロジェクト監督システム（公共サービスにおける共通システム） 

e） 電子事務所 

f） 電子職業安定所 

g） 電子法廷（2005 年までに 102 地区の 106 裁判所を電子化） 

 

また、Inland Revenue Board（内国歳入庁）は、MyKad を活用してインターネット上で所得税

還付申告を提出できるシステムを 2004 年 3 月にも立ち上げることを発表している。納税者の手間

を省くことを狙いとしたもので、当初は企業を対象とし、年末までに個人にも拡大する予定だ。

電子署名を導入して個人情報の保護にも配慮する。 

 

 

６．５．マレーシアの IT 関連指標 
 

６．５．１．通信事業 
1998 年、Communications and Multimedia Act（CMA、通信マルチメディア法）が制定され、

通信事業サービスは従来の放送、テレコミュニケーション、コンピュータネットワークに規制さ

れた。この CMA の政策及び規制項目を実行する機関として設置されたのが、第 3 章で述べた

Ministry of Energy, Communications and Multimedia（MECM、エネルギー・通信・マルチメ
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ディア省）と Malaysian Communications and Multimedia Commission（MCMC、マレーシア

通信マルチメディア委員会）である。 
通信インフラ市場を握っているのは国営電話会社 Telekom Malaysia であるが、1989 年に民営

企業 Celcom (Malaysia) Sdn. Berhad が参入したのを皮切りに、1993 年から 1995 年にかけてさ

らに 3 社が固定電話、長距離電話、携帯電話など複数分野の事業免許を取得した。現在、これら

の 5 社が市場をほぼ占有している。 
①Telekom Malaysia Berhad (TMB) 

www.telekom.com.my 
②Celcom (Malaysia) Sdn. Berhad 

www.celcom.com.my 
③Maxis Communications Berhad 

www.maxis.com.my 
④Digi Telecommunications Sdn Bhd 

www.digi.com.my 
⑤TIME dotCom Bhd 

www.time.com.my 
上記 5 社は固定電話及び国内・海外長距離電話サービスを提供しているが、固定回線は TMB

が回線の 99％（2000 年末時点）を所有しており、他の 4 社は産業使用者をターゲットとしてい

る。近年では、アジア通貨危機の後遺症、市場の飽和、携帯電話への移行などの理由から固定回

線の成長は停滞している。 
携帯電話に関しては、マレーシアは 1985 年に東南アジアで初めて Telekom Malaysia がサービ

スを開始した。携帯電話市場は 1990 年代半ばに大幅な伸びを見せたものの、アジア通貨危機に

より低迷、その後 1999 年から回復に向かい、2000 年には携帯電話使用者数が固定電話使用者数

を超えた。現在、マレーシアには 5 社の運営する 8 つの携帯電話ネットワークがある。 
 

６．５．２．インターネット等の加入状況 
マレーシアの通信サービスの現状につき、マレーシア通信・マルチメディア委員会（Malaysia 

Communications and Multimedia Committee: MCMC）の資料を元に、以下、整理する

（http://www.mcmc.gov.my/）。 
 
(1) 携帯電話 
マレーシアの人口は 1994 年に 2,000 万人を超え、2004 年現在、2,500 万人を超えている。一

方、携帯電話の加入者数は 1994 年には 57 万 2,000 人と人口の 5%以下であり、携帯電話は当時、

一部の人間が持つものであった。しかし、2003 年には人口の４割以上の 1,112 万人が持つまでに

普及した。 
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図６．１ 携帯電話普及率推移 

 
出典：http://www.mcmc.gov.my/ 
 
表 6.1 携帯電話の契約者数 

 
 
出典：http://www.mcmc.gov.my/ 
 
(2) 固定電話 
固定電話の加入者数は 1997 年まで年率 10～15%の増加率を示していたが、1997 年以降、4 百

万加入で推移しており、近年は減少傾向が見受けられる。これは、1999 年から 2000 年にかけて

携帯電話が爆発的に普及したことの影響を受けたものと考えられる。 
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図 6.2 固定電話普及率推移 

 
出典：http://www.mcmc.gov.my/ 
 
表 6.2 固定電話の契約者数 
 

 
 
出典：http://www.mcmc.gov.my/ 
 
(3) インターネット 
 
インターネットは、1995 年頃から普及し始めた。携帯電話と同様に、1999 年から 2000 年に

かけて普及率がそれまでの 10%から 20%へ 1 年で倍増するなどの伸びを示した。但し、固定電話

の加入者数が伸びていないことから、普及率の伸びは今後、鈍化するものと予想される。 
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表 6.3 インターネット（ダイアルアップ）契約者数 

 

 
出典：http://www.mcmc.gov.my/ 
 
 

図 6.3 インターネット（ダイアルアップ）普及率 

出典：http://www.mcmc.gov.my/ 
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(4) ブロードバンド 
マレーシアにおいても急速にブロードバンドが普及しつつある。マレーシアにおけるブロード

バンドの中心は ADSL である。その ADSL の加入者は 2002 年には 1 万 8,511 人にすぎなかった

のが、2004 年第 3 四半期には約 11.5 倍に増加して、21 万 3,589 人となった。この数字は毎四半

期延びているものであることから、この傾向は今後も続くものと予想される。 
 
表 6.4 ブロードバンドの状況 

 
出典：http://www.mcmc.gov.my/ 
 
 

６．６．マルチメディア・スーパー・コリドーの現状 

 
マレーシアの IT 産業の現状として、マレーシアにおける IT 産業の 大集積地であるマルチメ

ディア・スーパー・コリドーの状況につき、マルチメディア開発公社（Multimedia Development 
Corporation: MDC）の資料を元に整理する。 

1997 年に制定された MSC ステータスは現在（2005 年 1 月 12 日）では 1,170 社が取得し、今

後も増加する見込みである。以下の諸図は、上記の Web サイトのものである。これによると 1,170
社の内訳は、マレーシア資本が 51%以上の出資比率を占めるマレーシア系企業が約 3 分の 2 強の

830 社をを占めている。また、外資系（51％以上の外資）が 309 社、50 対 50 の合弁が 31 社と

なっている。また、ここ一年では 197 社、20.2％の増加を示している。 
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図 6.4  MSC ステータス取得企業数推移 

 
 
出典：http://www.mdc.com.my/xtras/fact_figures/msc.asp 
 
また、世界的な企業については 67 社が進出している。MSC 取得の時点と、実際にサイバージ

ャヤに進出するタイミングは異なっているが、 近サイバージャヤ地区には、マイクロソフト、

富士通、エリクソン、ＤＨＬ等が進出した。 
しかしながら、サイバージャヤがあまりにも広大であることなどから、空き地が目立つ状況に

ある。行政機関の移転先であるプトラジャヤには、既に多くの政府機関が移転しているが、民間

企業の移転は順調には進んでいないようである。近年の傾向としては、特にヨーロッパ系企業が、

シンガポールではなくサイバージャヤに地域拠点を移す動きがでている。 
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図 6.5 世界的企業の進出状況 

 
        出典：http://www.mdc.com.my/xtras/fact_figures/msc.asp 
 
これを事業分野別に見ると、ビジネスアプリケーション分野のソフトウェア開発、エンジニア

リング関係のソフトウェア開発が大きくなっている。 
 

表 6.6 MSC ステータス企業の事業分野（2005 年 1 月 12 日現在） 
事業名 会社数 

ソフト開発（ビジネスアプリケーション） 272 社 
ソフト開発（エンジニアリング） 202 社 
電子商取引・ソリューション 111 社 
コンテンツ開発 102 社 
ハードウェア・電子機器設計 80 社 
教育・研修 70 社 
ASP 68 社 
システム・インテグレーション 48 社 
無線・モバイル 43 社 
通信・ネットワーク 39 社 
システムセキュリティー 26 社 
アニメーション 24 社 
共有サービス 22 社 
コンサルタント 16 社 
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コンピュータ設計 16 社 
インキュベータ  13 社 
Web ホスティング・電子出版  11 社 
バイオ  7 社 

出典：http://www.mdc.com.my/xtras/fact_figures/msc.asp 
 
 
下表は、このうち外資系企業について整理したものである。これについても、ビジネスアプリ

ケーション分野のソフトウェア開発、エンジニアリング関係のソフトウェア開発が大きくなって

いる。 
 

MCS ステータス企業の国籍を見ると、マレーシアが 71%を占め、 大である。ヨーロッパが

8%でこれに続くが、その内訳はイギリスが 28 社で 3.0%、オランダが 15 社で 1.6%、ドイツが

13 社で 1.4%、スウェーデンが 11 社で 1.2%、フィンランドが 9 社で 1.0%、などとなっている。

シンガポール系企業が 4％、アメリカ系が 4％、インド系が 4％、オーストラリア系が 2％、日系

企業が 1％となっている。 
 
図 6.6 MSC ステータス企業の国籍 

 
 
出典：http://www.mdc.com.my/xtras/fact_figures/msc.asp 
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６．７．マレーシアのオープンソースソフトウェア 

 
６．７．１．政府における OSS 政策・方針・担当機関 
 2002 年に Ministry of Energy, Communications and Multimedia（MECM、エネルギー・通

信・マルチメディア省）の Amar Leo Moggie 大臣が「政府はさまざまな部局や省庁でオープン

ソースソフトウェア（OSS）を配備する」と発表して以来、マレーシア政府は OSS の利用を推

し進めてきた。 
 オープンソースへの移行は、2002 年 4 月に情報通信分野 大の業界団体である Association of 
the Computer and Multimedia Industry, Malaysia（PIKOM、マレーシアコンピュータ・マル

チメディア産業協会）の OSS Special Interest Group が纏めた政府に対する OSS 関連政策策定

要請を受けて、Malaysian Administrative Modernization and Management Planning Unit
（MAMPU、マレーシア行政近代化管理院）によりタスクフォースが設立された。 
 その後もマレーシア政府は「OSS はマレーシア及び他の発展途上諸国の経済を促進するチャン

スとなるものであり、マレーシアの情報通信産業界が OSS を採用するよう奨励する上で政府が

果たすことのできる戦略的な役割を検討するのは当然だ」として、OSS の利用と開発を支援する

姿勢を表明している。具体的には、アジア地域におけるOSS の利用促進を目的としたAsian Open 
Source Center の設置により、推進団体として 2003 年 1 月に MIMOS（100％政府予算で設置さ

れた法人(http://www.asiaosc.org/ )）、OSS の問題点及び利点について政府がより理解を深めるべ

く試験的研究を行っている。2003 年 10 月には OSS 開発費用として 3,600 万 US ドルを拠出し

ている。 
 また 2004 年、MAMPU は公共部門におけるオープンソースマスタープランを発表、今後政府

は OSS を促進するとして、Open Source Competency Center (OSCC)を設立し、”Malaysia 
Public Sector Open Source Software Implementation を 立 ち 上 げ た 。 (URL: 
http://opensource.mampu.gov.my/) 
 一方、2004 年マイクロソフト社ビルゲイツ社長がマレーシアを訪問、首相と複数の省庁と会議

を行い、マイクロソフトは 250 万 US ドル投資し、マレーシアの学校に WindowsPC2 を配布す

ると約束した。 
 
６．７．２．低価格 PC 
 PIKOM によれば、現在マレーシアの一般家庭における PC 普及率は 26％、農村部では 9.6％
に留まっている。これは PC が高価であることが原因であるとして、マレーシア政府は 1999 年

より PC の普及促進に取り組んでいる。 
 具体的な例としては、産業界と連携した特価での PC 販売が挙げられる。2004 年 3 月 15 日よ

り 4 月末まで、MECM と PIKOM が市民に安価な PC を供給するキャンペーンを実施した。特

に地方の一般家庭への PC 普及を狙いとし、全国およそ 200 の PC 販売業者が期間中に 1 台 1,000
リンギ（約 29,000 円）程度の低価格で国産 PC“Gemilang”を販売した。2004 年末までに約 40
万台の売り上げを目標としており、農村部への PC 普及率を 20％まで引き上げることを目指して

いる（尚、WindowsXP のマレーシア語バージョンは 1 台 300USD）。 
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 また、インターネットサービス契約者に安価で PC を提供する等の方法で、プロバイダーも PC
の普及促進に積極的に働きかけている。 
 
 

６．８．マレーシアの IT 人材育成 

 
マレーシアでは、MSC 計画を成功させる鍵は優れた IT 技術者の育成にあるとの認識の下、官

民一体となって IT スキルの向上を目的とした数々の教育プロジェクトを展開している。 
政府機関においては、ウェブページ設計やその他 IT アプリケーションに関するコースを実施

しており、IT 専門家不足を克服する手段のひとつとして、家庭における研修も取り入れている。

また、Ministry of Human Resources（MoHR、人的資源省）15は、全国各州において、就業者

約 6 万人、主婦や学生を含む一般市民 5,000 人を目標に、ICT 研修を継続的に行っている。 
民間機関による活動もさかんで、中小企業の主導するインターネットリテラシーキャンペーン

や、民間企業から寄付された PC を利用しての IT コース等が実施されている。 
なお、MDC 社は、2005 年までに 10 万人以上の高級 IT 技術者を供給することを目標に掲げて

いる。 
 

６．８．１．IT 技術者養成機関 
 MoHR は、次の職業訓練施設を設置しており、IT を含む人材育成が行われている。 
①Industrial Training Institute（ITI、産業訓練校）16 
 全国に 14 校あり、製造業関連を中心とした長期コースと短期コースがあり、基礎レベルの訓

練を実施している。 
②Advanced Technology Training Center（ADTEC、上級技術訓練センタ） 
産業界の熟練技能者の養成を目的とし、また地域の職業能力開発の中核センタとしての役割を

担うために、全国に 4 校設置されている。機械工学技術、電子工学技術、メカトロニクス工学技

術、コンピュータ工学技術等の長期コースがある。 
③Japan-Malaysia Technical Institute（JMTI、日本・マレーシア技術学院）17 
ハイテク工業分野の人材を育成するとの政策に沿って、日本政府の協力による職業訓練プロジ

ェクトとして設立された。電子技術工学、情報技術工学、生産技術工学、メカトロニクス技術工

学等の長期コースがある。 
 

６．８．２．代表的な大学コンピュータ学科 
マレーシアの大学は、従来は国立のみであったが、 近では Multimedia University 等私立大

学も出現してきている。IT 教育において代表的な大学としては、次の 7 大学が挙げられる。 
 
①Universiti of Malaya（UM、マラヤ大学）18 
                                                  
15 MoHR、http://www.mohr.gov.my/mygoveg/mohr.html 
16 ITI、http://www.ilpkl.gov.my 
17 JMTI、http://www.jmti.gov.my/ 
18 UM、http://www.um.edu.my/ 
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 マレーシア初の大学。1949 年に国立高等教育機関として設立、1962 年に大学として認可され

た。クアラルンプール南東に約 300 ヘクタールの敷地をもつ。学生数約 2 万 5,000 人、教員約

1,900 人、スタッフ約 2,700 人。およそ 2,000 の講座を開講している。理学部は、UM コンピュ

ータセンタにリンクした学部内 LAN 及びネットワークサーバ等の施設を備えている。 
②Universiti Sains Malaysia（USM、マレーシア科学大学）19 
 1969 年設立。ペナンに約 240 ヘクタールの敷地をもつ。学生数約 2 万 1,000 人、教員約 1,000
人。World Health Organization（WHO、世界保健機関）、International Labor Organization（ILO、

国際労働機関）、United Nations Environment Programme（UNEP、国連環境計画）及び海外

22 大学と研究協力協定を結んでいる。コンピュータ支援翻訳ユニット（主に英語／マレー語の翻

訳）、IT センタ等をもつ。 
③Universiti Teknologi Malaysia（UTM、マレーシア技術大学）20 
 1972 年設立。ジョホールに約 1,150 ヘクタールの敷地をもつ。学生数約 2 万 6,000 人、教員・

スタッフ約 6,000 人。産学協同研究を積極的に推進しており、モトローラ、Celcom、NTT、エ

リクソン等の民間企業及び英国、ドイツ、豪州の大学と共同研究を実施している。 
④Universiti Kebangsaan Malaysia（UKM、マレーシア国民大学）21 
 1970 年設立。クアラルンプールの南に位置するバンギに約 1,100 ヘクタールの敷地をもつ。学

生数約 2 万 1,000 人、教員・スタッフ約 5,500 人。卒業生数は 8 万 8,000 人超を数える。 
⑤Universiti Putra Malaysia（UPM、マレーシア総合大学）22 
 1974 年設立。クアラルンプールの南に約 1,200 ヘクタールの敷地をもつ。学生数約 3 万 4,000
人、教員・スタッフ約 3,600 人。1995 年以降、大蔵省の承認により、企業から UPM への研究助

成資金は 2 重税額控除の対象となっている。第 7 次マレーシア開発計画において承認された研究

助成額では、マレーシアの大学及び研究機関で 大あった。 
⑥Multimedia University（MMU、マルチメディア大学）23 
 マルチメディアスーパーコリドーの運営に必要な IT技術者の育成を目的に 1999年に設立され

た私立大学で、テレコム・マレーシア子会社のユニバーシティ・テレコムが運営している。 
インテリジェント都市サイバージャヤと静穏な住宅地マラッカにキャンパスを構え、工学部、

情報技術学部、クリエイティブマルチメディア学部、経営学部から成る。3 年制で、年間約 4,000
人の卒業生を輩出しており、学生数を 1 学年 2 万人にまで引き上げる計画。 
学内におけるベンチャービジネスの事業を認め、産学共同で技術開発及びその事業化を進めて

いる。これまでに、Intel、Microsoft、Siemens、NTT、Alcatel、net-linx 等の企業と協定を結

んでいる。MSC に、2005 年までにおよそ 1 万 2,000 人の IT 人材を供給することが期待されて

いる。 
⑦University Tenaga Nasional（UNITEN、テナガ大学）24 
 半島電力会社の Tenaga Nasional Berhad（TNB）によって設立された私立大学で、工学部と

経営学部に加え、大学院が設置されている。学生数約 6,400 人、教員・スタッフ約 700 人。大学

                                                  
19 USM、http://www.usm.my/ 
20 UTM、http://www.utm.my/ 
21 UKM、http://www.ukm.my/ 
22 UPM、http://www.upm.edu.my/ 
23 MMU、http://www.mmu.edu.my/ 
24 UNITEN、http://www.uniten.edu.my/ 
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教育以外に、エンジニアリング技術スキル研修を実施している。 

 

６．８．３．教育機関でのコンピュータ設置状況 
Ministry of Education（MOE、教育省）がスマートスクールプロジェクトを推し進めている

ものの、マレーシアではデジタルデバイドが深刻な問題となっている。PC を備えている学校は

2000 年時点で小学校で 3 割、中学校で半数強と見積もられており、インターネット接続環境に

関しては小学校で 1 割、中学校で 3 割と言われている。このうちウェブサイトをもつ学校は 250
校程度と推定される。 
高等教育機関におけるコンピュータネットワークの活用は、先に述べた RangKoM により、

MIMOS と 4 大学間とが繋がれたことに始まり、今日では複数の大学間でのリースラインによる

インターネット接続が可能となっている。大学の多くはさらに、JARING の高速光ファイババッ

クボーンに接続されており、中には Malaysian Advanced Network Integrated System（MANIS）
25を通して海外の教育機関と接続されている大学もある。 

 

６．８．４．IT 関連施設整備計画 
クアラルンプール南部のマレーシアテクノロジーパーク（TPM）、ケダ州のクリムハイテクパ

ーク（KHTP）、マラッカ州の複合技術シティ、セランゴール州の電子工業団地等 IT 関連施設の

整備が進められている。 
 

①マレーシアテクノロジーパーク（TPM）26 
クアラルンプールの南に位置するハイテク工業団地で、イノベーションハウス（製品改善、実

験的生産、製品設計、プロトタイプの準備に適している）、インキュベータセンタ（小規模の技術

基盤型企業のオフィスに適している。会議室、技術サービスセンタ、通信、秘書サービス等の提

供が可能）、企業ハウス（中規模事業のハイテク生産に適している）、R&D ロット（研究所の立

地に適している。長期土地リース契約が可能）等を提供している。この他に、会議場、会議室、

展示場、ビジネスセンタ等が備わっており、IT 関連企業を中心に約 80 社が入居している。 
また、TPM はベンチャーキャピタルファンドを運営しており、立地企業に対する資金援助も

行っている。 
②クリムハイテクパーク（KHTP） 
日本のテクノポリスをモデルとして JICA の支援によりケダ州に建設された工業団地で、工業

地区以外に R&D 地区、住居地区、アメニティ地区をもつ。R&D 地区には、USM の一部や SIRIM 
Berhad（シリム公社）の先進材料研究センタ等が立地し、研究、インキュベーション及び人材訓

練のための共同施設クリムテクノセンタも設けられている。電力、水道、産業廃棄物用ヤード等

各種インフラが完備され、土地代は補助金により低くおさえられている。現在、他州に展開中の

MSC は同パークにもリンク予定である。 

                                                  
25 MANIS、www.manis.net  
26 TPM、www.tpm.com.my/ 
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７．タ イ 

 

７．１．タイの概要 

７．１．１．概況 
 インドシナ半島のほぼ中央に位置し、マレーシア、カンボジア、ラオス、ミャンマーの 4 ヵ国

と国境を交える。全土が亜熱帯性気候に属し、年平均気温は南部で 28℃である。雨季は 5 月～10
月、乾季は 11 月～4 月である。11 月から翌 2 月にかけてがベストシーズンで、日中は暑いが、

朝夕は初秋を思わせるような日が多い。3 月から 5 月にかけてが 1 年で も暑い。タイ王国の基

礎は 13 世紀のスコータイ王朝より築かれ、その後アユタヤ王朝（14～18 世紀）、トンブリー王

朝（1767～1782）を経て、現在のチャックリー王朝（1782～）となった。 
 
図 7.1 タイの地図 

 
（出典：CIA  The World Factbook 2003） 
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７．１．２．民族等 
タイの人口は約 6,260 万人で、うち約 800 万人が首都バンコク（正式名称は「クルンテープ（天

使の都）」）に集中する。公用語はタイ語。北部、南部には固有の方言がある。人種は大多数がタ

イ族で、その他に華僑、マレー族、山岳少数民族等である。宗教は仏教（上座部仏教が主）が 95％、

イスラム教が 4％。民族、宗教、言語の相異に関わらず、タイ国籍を持つすべての国民に対し、

平等を維持する融和政策がとられている。人口の 75％はタイ族。華人は 400 万人余り。ほかに

マレー人、カンボジア人、インド人、ベトナム人など。ミャンマー国境の北部山岳地帯にはカレ

ン族を筆頭にヤオ族、メオ族など約 20 の少数山岳民族約 50 万人が居住している。 
 
７．１．３．政治体制 
タイの政体は立憲君主制で、現元首は 1946 年に即位したプーミポン・アドゥンヤデート国王

（ラーマ 9 世王）。議会は上院 200 名、下院 500 名の二院制で、両院とも民選となっている。現

首相はタクシン・シナワット。タイでは 1932 年の立憲革命以降、軍部主導の政治が続いていた

が、92 年の軍と民主化勢力との衝突（5 月事件）以降、軍部は政治関与を控え、民主的な政権交

代手続が定着している。97 年に成立した新憲法に従って、2001 年 1 月に下院選挙が行われ、タ

イ愛国党の圧勝によりタクシン政権が成立した。タクシン政権は、首相の強力なリーダシップと

下院における連立与党（タイ愛国党、タイ国民党、国家発展党）の安定多数（500 議席中 366 議

席）を背景に、数々の経済改革政策を推進している。 
 
７．１．４．経済動向 
タイ経済は、アジア通貨危機の直後、1998 年には 10.5％減と大幅な落ち込みを見せたが、1999

年には V 字回復を見せた。2001 年は、主要輸出市場における需要の後退、特に米国での同時多

発テロによる輸出市場の冷え込みに伴う輸出のマイナス成長や観光業の伸び悩み等の影響により、

経済成長率は 1.8％増と伸び悩んだ。2002 年は、国内需要の快復と輸出の増加が成長率を押し上

げ、5.2％の高成長を達成した。03 年上半期としては 6.2％の高成長。SARS の影響からサービス

部門で減速が見られたもの、2004 年には再び極めて堅調に推移している。 
 
７．１．５．教育制度 
タイの教育制度は日本と同じ 6-3-3-4 制である。義務教育は 6 歳からの 6 年間（初等教育段階

のみ）である。学校年度は 5 月に始まり、4 月に終わる。 
 
７．１．６．マスメディア 
テレビは 6 局（政府系 2 局、陸軍系 2 局、情報省 1 局、民放 1 局）。 
新聞は、日刊紙では「タイラット」（87 万部）、「デイリーニュース」（65 万部）、「カオソッド」

（50 万部）など他多数あり、週刊紙も複数ある。英字紙では「Bangkok Post」「The Nation」
が有力紙である。 
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７．２．タイの IT 政策 

 
７．２．１．IT 基本政策（IT2010） 
タイ初の国家 IT 政策は、1996 年 2 月に内閣が承認した「IT2000」である。同計画は 1996 年

～2000 年までをカバーし、①国家情報インフラ（すべての国民が平等に利用できる情報インフラ

の構築）、②人材開発（人材への投資）、③グッド・ガバナンス（公共部門の情報化と人材開発の

強化）の 3 分野を重点課題と据え、SchoolNet、Information Super Highway Testbed、GINet、
ThaiSarnIII、Software Park 等のプロジェクトが推進された。 

これに続く第二次国家 IT 政策となるのが、2001 年から 2010 年をカバーする「国家 IT 政策フ

レームワーク：IT2010」である。National Electronics and Computer Technology Center
（NECTEC、国家電子コンピュータ・技術センター）が草案をまとめ、2001 年 10 月に National 
Information Technology Committee（NITC、国家情報技術委員会）が承認、続いて 2002 年 3
月に内閣が承認している。同計画では、ICT の利活用による“知識集約社会・知識集約経済”の

実現に向けた開発目標を設定しており、従って、技術そのものではなく、国家経済社会を底上げ

するための ICT の有効利用について焦点を当てているものである。この中で、重点 5 分野として

政府部門（e-Government）、商業部門（e-Commerce）、工業部門（e-Industry）、教育部門

（e-Education）、社会部門（e-Society）における情報化の目的と開発戦略の方向性が示された。 
 
図 7.2 タイ ICT 開発政策の全体像 

ICT Development 
Policy Framework 
for 2000-2010 (IT 2010) 

Information EconomyInformation Economy Information SocietyInformation Society

QuantityQuantity QualityQuality

Telecommunication Infrastructure

Science and Technology, R&D, Knowledge

Information Development, IT Literacy, IT HR 

ee--IndustryIndustry
ee--CommerceCommerce

e-Society
e-Educatione-Government

Sectors

Cross-
cutting
issues

 
出典：2003 年 11 月 CICC と NECTEC 共催の情報セキュリティセミナにおける 
Dr. Thaweesak Koanantakool 講演資料 
 
７．２．２． ICT マスタープラン 
「IT2010」に基づく具体的なアクションプランとして 2002 年 9 月に内閣承認された「ICT マ

スタープラン」（2002～2006 年）では、“タイは、ICT 開発とビジネス、特にソフトウェア開発
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における地域センターとなる”ことをビジョンに掲げ、今後 5 年間（2002 年～2006 年）に達成

すべき緊急性の高いテーマとして、ソフトウェア産業の育成、電子政府の構築、中小企業での ICT
応用の促進、を挙げており、現在各々の分野において次のような取り組みがなされている。 

a） ソフトウェア産業の育成 
• ソフトウェア産業の振興／育成を目的とした構造改革 
• ソフトウェア分野の人材育成 
• ソフトウェア企業のための国内市場の活性化 

b） 電子政府の構築 
• 多目的スマート ID カード 
• 電子調達システム開発プロジェクト 
• 政府管理のための基幹ソフトウェア規格の構築／制定プロジェクト 
• 政府のデータ交換センタ設立プロジェクト 
• 土地データインフラ構築プロジェクト 

c） 中小企業における ICT 応用の促進 
• ICT による中小企業の強化促進プロジェクト 
• 一村一品プロジェクトの電子商取引システム導入プロジェクト 
• 電子産業や自動車産業の e-business 構築パイロットプロジェクト 
 
図 7.3 タイ ICT 政策の全体像 
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出典：2003 年 11 月 CICC&NECTEC 共催情報セキュリティセミナにおける 

Dr. Thaweesak Koanantakool 講演資料より 
 
７．２．３．タイの IT 産業の振興・普及促進政策 
 現在タイ発展のための重点分野として、ファッション、ソフト、観光、自動車、食品の五つの

分野のうちに挙げられるなど、ソフトウェア産業の育成はタイ政府の重要課題となっている。 
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このための取り組みとしてソフトウェアパークの開発があり、現在バンコク首都圏にソフトウ

ェア・パーク・タイランド、タイランド・サイエンス・パーク、IT パークがある。今後は、地方

拠点として、チェンマイ、コンケーン、サムイ、プーケットをソフトウェア集積地として開発し、

国内のソフトウェア開発拠点ネットワークを整備していく計画がある。 
また、学校レベルでの IT リテラシー向上政策にも特色がある。学校教育における IT 利用のプ

ロジェクトとしては、SchoolNET が挙げられる。これは、タイ全土の学校にインターネットを提

供することを目的に、1995 年から着手されたもので、当初は NECTEC が中心となり、教育省、

Telephone Organization of Thailand（TOT、タイ電話公社）、Communications Authority of 
Thailand（CAT、タイ通信公社）が協力する形で進められた。このネットワークの実現により、

教師と生徒に世界各地の情報源や知識源にアクセスする機会を提供し、質の高い教育を実現し、

都市部と農村部の学校間における教育の質の格差を是正していくことが期待されている。2004
年 2 月現在の接続校数は 4,892 校となっている。 

SchoolNET プロジェクトの一環で、教育用コンテンツ開発も進められており、NECTEC では、

カセサート大学と共同で立ち上げた教育用のウェブサイトである「デジタル・ライブラリ」

（http://www.school.net.th/library/）で主要 7 科目のコンテンツ作成と利用を推進している。同

ウェブサイトからは「デジタル・ライブラリ・ツールキット」と呼ばれる教師向けのシンプルで

使いやすい教育用ウェブコンテンツ開発ツールがダウンロード可能で、同ツールを使えば 15 分

程度でコンテンツが作成できるようになっている。このツールキットを使いこなすための研修も

NECTEC と教育省では共同で取り組んでおり、500 人以上（2002 年 7 月現在）が修了している。

現在では、NECTEC は SchoolNET におけるその役割を終え、教育省がその普及と維持を担当し

ている。 
 
７．２．４．後発国への IT 支援 
 タイの IT 政策の特長は、先進国からの援助受入ばかりでなく、インドネシア半島域内のリー

ダ的存在として、自ら、周辺後発国への支援を積極的に実施していることである。例えば、ミャ

ンマーに対しては、同国初となる ICT パークの設立（2002 年 1 月開所）において、Software Park 
Thailand がアドバイザとなり支援した。また、ラオスに対しては、同国全県における政府機関を

インターネットで接続するプロジェクトをタイ政府が実施している。 
 
 

７．３．タイの IT 関連機関 

 
７．３．１．国家情報技術委員会(NITC :National Information Technology Committee) 

1992 年設立。委員長は首相、委員は官民代表者らから構成されている。ICT 開発政策と計画

を策定する 高意思決定機関である。事務局は NECTEC が行っていたが、現在は MICT が行っ

ている。 
７．３．２．情報通信技術省(MICT:Ministry of Information Communication Technology) 
 2002 年 10 月の省庁再編により新設された。ICT 関連の政策立案と戦略策定のすべてを担当し

ている。組織構成としては、次のとおり。このうち①～⑤までが内局、⑥～⑧が TOT/CAT の民
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営化に向けた組織、⑨～⑬が外局と整理される模様。 
① Office of the Minister 
② Office of the Permanent Secretary 
③ Post and Telegraph Department 
④ Meteorological Department 
⑤ National Statistical Office 
⑥ TOT Corporation Public Company Limited 
⑦ CAT Telecom Public Company Limited 
⑧ Thailand Post Company Limited→CAT の民営化に伴い郵政事業が分社化されたもの。 
⑨ Software Industry Promotion Agency→2003 年 10 月に設置された。 
⑩ Civic Ordnance Survey Department 
⑪ ICT Promotion Bureau 
⑫ ICT Research and Development Bureau 
⑬ National Multimedia Institute 

このうち、⑨ソフトウェア産業振興庁（SIPA）が 2003 年 10 月に設立され、長官に Manoo 
Ordeedolchest 氏が就任した。同氏はそれ以前、Datamat Public Co. Ltd.の社長を務め、

Association of Thai Software Industry（ATSI、タイソフトウェア産業協会）の会長も勤めるな

ど、産業界のキーパーソンとして活躍していた人物である。こうしたことから判るように SIPA
はタイのソフトウェア産業振興においてかなりの政治力を有する組織となる模様で、その役割に

民間から多大な期待が寄せられている。 
 
７．３．３．国家電子コンピュータ・技術センター(NECTEC: National Electronics and 
Computer Technology Center） 
科学技術環境省（現在の科学技術エネルギー省）内のプロジェクトとして、1986 年 9 月に発

足。その後、科学技術開発法（1991 年）に基づき、同省傘下の National Science and Technology 
Development Agency（NSTDA、国立科学技術開発庁）の下部組織として法定政府機関となった。

1992 年から 2003 年 1 月まで NITC の事務局を務めている。電子（Electronic）、コンピュータ

（Computer）、通信（Telecommunications）、情報（Information）分野（各々の頭文字をとっ

て「ECTI」と呼んでいる）における研究開発部隊である。NECTEC では、「ECTI 技術の戦略的

マスタープラン（2000 年～2009 年）」を策定し、①電子、②ハイ・パフォーマンス・コンピュー

ティング、③通信とコンピュータ・ネットワーク、④情報言語とナレッジ・エンジニアリングの

4 分野を核とした調査（Research）、開発（Development）、デザイン（Design）、エンジニアリ

ング（Engineering）（各々の頭文字をとって「RDDE」と呼んでいる）を推進している。2003
年現在の職員数は 713 名。2002 年の情報通信技術省誕生までは、NECTEC がタイにおける情報

化推進の実働部隊として重要な役割を担っていた。情報通信省設立当時には、NECTEC が同省

の傘下に移管されるとの話も出たが、諸々の政治事情により、それは実行されてない。しかし、

NITC 事務局や IT 関連法案の策定といった役割が NECTEC から ICT 省に移されており、

NECTEC は研究開発組織に集中する方向と見られている。 
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７．３．４．教育省(Ministry of Education） 
2002 年 10 月の省庁再編で、大学省を吸収合併し、初等から高等までの人材育成の全体を担当

している。教育における IT 利用の推進も課題としており、初等中等教育機関における SchoolNET
と、高等教育機関における UniNET を統合し、全国的な教育ネットワークの整備に着手している。 
 
７．３．５．民間組織 
比較的早くから情報化に着手したタイでは、多くの学会や産業団体が存在している。 
大きな組織としては、Computer Association of Thailand（CAT、タイコンピュータ協会）が

ある。1971 年設立で、現在会員数約 2,000 人である。その他、Association of Thai Software 
Industry（ATSI、タイソフトウェア産業協会）、Association of Thai Computer Industry（ATCI、
タイコンピュータ産業協会）がある。 
 
 

７．４．タイの電子政府 

 
タイにおける電子政府への取り組みは、National Information Technology Committee（NITC、

国家情報技術委員会）の中に設置された情報技術利用促進に関する小委員会により 1994 年から

本格的に進められてきた。中堅公務員へのコンピュータ研修、政府機関における情報機器のスペ

ック選定、公的部門における CIO（Chief Information Officer）の設置、各省庁レベルや局レベ

ル、地方政府レベルにおける IT マスタープランの実施指導などである。 
e-ASEAN イニシアティブに対応する形で発表された e-Thailand イニシアティブを受け、NITC
では e-Thailand 小委員会を設置し、ワン・ストップ・サービス、迅速対応、ユニバーサルサー

ビス、24 時間サービスの実現を目標とした電子政府プロジェクトを提案した。現在、いくつかの

パイロット・プロジェクトを実施中で、様々な標準化、ガイドライン、マニュアルの整備が進め

られている。この省庁横断的な電子政府プロジェクトの目的は次のとおりである。 
①電子政府構築のためのフレームワークの策定。 
②公共機関再生（リプロセス）ガイドラインの設定 
③電子政府パイロット・プロジェクトの実行と評価 
④電子政府プロジェクト実行に当たっての戦略的フレームワークの策定と実行計画の採用 

 
 

７．５．タイの IT 関連指標 

 
ITU の統計によれば、IT 関係の指標は次のようになっている。ここから、テレビを設置してい

る世帯の数と、携帯や電話のユーザ数がおおむね同じようになってきているのが判る。特に携帯

電話の普及が急速に進んでいる。 
 
 
 



114 

表 7.2 携帯等の普及状況 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

携帯ユーザ 2,203,905 1,976,957 2,339,401 3,056,000 7,550,000 16,117,000 

テレビ設置世帯 13,010,000 13,482,400 13,900,000 14,333,800 15,400,000  

電話ユーザ 7,030,589 7,014,506 7,555,037 8,647,084 13,592,491 . 

出典 ITU   World Telecomunication Indicators 2003 
 
図 7.4 携帯、テレビ、電話の普及状況 

出典 ITU   World Telecomunication Indicators 2003 
 

PC やインターネットの普及についても急速に進んでいる。PC 台数の増加を上回る勢いでイン

ターネットの普及が進んでいるが、これは、インターネット・カフェ等による利用が進んでいる

からと考えられる。今後政府の低コスト PC 等の普及が進めば、PC 等の導入が急速に進むと思

われる。 
 
表 7.3 インターネット・PC の普及状況 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

インターネットユーザ 375,000 500,000 1,300,000 2,300,000 3,536,001 4,800,000 

PC 台数 1,200,000 1,300,000 1,382,000 1,471,000 1,700,000 .. 

出典 ITU   World Telecomunication Indicators 2003 
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図 7.5 PC・インターネットの普及状況 
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出典 ITU   World Telecomunication Indicators 2003 
 
ブロードバンドについては、IDC 社が調査を行った。これによると、タイのブロードバンド接

続者数はアジア・パシフィック地域 10 ヵ国で 下位となる約 1 万 2,000 人で、域内市場の 0.1％
という結果が出た。マレーシアやフィリピンに比べて、パソコン市場は大きいにもかかわらず、

ブロードバンド接続者数は下回ったことになる。その主な要因は料金であると指摘している。タ

イで支払う 256kbps の接続料金で、他国では 1-2Mbps の接続サービスが受けられる。また、約

7,000 バーツ（約 2 万円）のモデム購入料もネックとなっている。安価なパソコンの普及プロジ

ェクトを進めている政府は、次にブロードバンド接続を促進する政策も必要だろう。 
IDC Thailand 社は、タイにおける IT 市場の 2004 年実績（概算）と 2005 年予測を発表した。 

《IT 市場規模（支出額）》 

・2004 年（概算）→約 23 億 US ドル 

・2005 年（予測）→約 25 億 US ドル（11.8％増）。 

  *2004 年は、うちハードウェア 15 億 6,000 万 US ドル、ソフトウェア 2 億 3,500 万 US ドル、

サービス 4億 9,900 万 US ドル 

《テレコム市場》（固定線、ワイヤレス、音声、データサービス含む） 

・2004 年（概算）→約 56 億 4,000 万 US ドル 

・2005 年（予測）→約 67 億 4,000 万 US ドル 

《PC 市場（デスクトップ、ノートブック、x86 サーバ）》 

・2004 年（概算）→出荷台数 118 万 604 台（前年比 1.3％増） 

・2005 年（予測）→出荷台数 130 万台（前年比 11％増）、金額ベース約 9 億 7,000 万 US ドル 

  *2004 年は、金額ベースでは前年比約 3％増（デスクトップ▲2.8％、ノートブック 11％、

x86 サーバ 23.3％）。ノートブック市場では、4 万～5 万バーツ（約 11 万 2,000 円～14 万

円）の価格帯モデルが急成長し、同市場の 50％を占めた。なお、同市場は 81.6％が国際ブ

ランド品が占め、国内ブランドは 15.1％に留まっている。 
《PC モニタ市場》 
・2004 年（概算）→出荷台数 124 万 7,600 台（前年比 4.2％増）うち LCD モニタ 20 万 1,000

台（シェア 16.1％）CRT モニタ 104 万 6,600 台 
・2005 年（予測）→前年比 0.5％増。CRT モニタ（特に 17 インチ）のシェアが相変わらず 大

シェアを有するものの、LCD モニタは前年比 34.7％増の期待。 
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《ソフトウェア市場》 
・2004 年（概算）→2 億 3,474 万 US ドル 
・年平均 11.7％のペースで拡大し、2008 年には 3億 6,520 万 US ドルに達する見込み 

 

 

７．６．タイのオープンソースソフトウェア 
 

７．６．１  概 要 
 タイにおけるオープン・ソース・ソフトウェア（OSS）の活動は非常に積極的である。その中

心は National Electronics and Computer Technology Center(NECTEC)である。これまでに

Linux、オープンオフィスのタイ語バージョン（TLE: Thai Language Extension）の開発や、啓

発・普及のための国内シンポジウムを連続的に開催している。同シンポジウムが 1999 年に初め

て開催されたときの参加者は 150 人であったが、2002 年 9 月に開いた第 5 回目のセミナには

1,500 人の参加、2004 年 5 月に開催された第 6 回には 750 人と減少したものの、タイにおける

OSS への関心の高まり、普及への期待が窺える。 
 
７．６．２ 政府における OSS 政策・方針・担当機関 
 ICT 省 Surapong 大臣も、全政府機関に対し Linux の利用を推奨していくとの方針を明らかに

しており、達成時期は明確にしていないものの、政府機関における Linux インストール率を 50％
までにするのが目標と述べている 。2003 年 6 月、ICT 省と科学技術省とで、民間セクタでの

OSS 開発・促進することに合意した。 
 他方、NECTEC は、政府調達に OSS を優先することを政府全体に提案している。2004 年 9
月時点での目標として、2005 年までに NECTEC の全ての OS を Office TLE（タイ語バージョ

ン）に移行する予定で、技術者 600 人の研修をしている。OSS のタイ語のコンテンツとして、

2004 年 9 月現在、NECTEC は gForge のタイ語版としてソフトウェアバンクのサイトを立ち上

げ、現在テスト段階である（http://www.softwarebank.org）。 
 国際連携として、タイ（NECTEC）・ベトナム・ミャンマー間で人材育成、OSS 開発（ローカ

ライゼーション、Linux ディストリビューション、標準化）、OSS 活動（コンペティション、セ

ミナ実施）の分野に関し協力している。 
 
７．６．３ 企業・市場動向 
 タイにおけるOSSの利用統計はないが、JETROバンコクの調査によると、サーバOSの57.73%
が Windows 2000/NT であり、Linux の利用は 7.56%にとどまっている。この理由としては、ソ

フトウェアについての理解が一般的でないことに加え、必ずしも著作権規制が厳しくなかったこ

とも要因である。実際、マーケットでは安価に海賊版が入手可能であり、あえて OSS を入手す

る意識が希薄である。面白いことに、数多くの Linux ディストリビューションが、海賊版ソフト

屋でも販売されている。 2002 年に入ってから、米系のソフトウェア業界が違法ライセンスの監

視を強化したことから、違法コピーの代わりに OSS を利用しようという動きが加速している。 
一部のインターネットカフェでは OSS を利用している。 タイにおける Linux のディストリビ
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ューションは、1995 年の KW LINUX (Kaial Software)、1996 年の Burapha LINUX (Burapha 
Univ.)、1997 年の LINUX SIS (NECTEC)、1999 年の LINUX TLE (NECTEC)、2000 年の ZII 
LLINUX (Zion Interface)、2002 年の iCAFE LINUX (ThaiLinuxCafe.com)などがあげられる。 

LINUX TLE は、1999 年 7 月の 初のリリースから順次バージョンを重ね、2004 年 9 月現在

の 新版である TLE5.5 となっている。なお、ベースとなるディストリビューションは、初期は

Mandrake、現在は RedHat となっている。この他、NECTEC ではオフィスのタイ語化も行って

いるが、民間の開発するオフィスや LINUX なども存在しており、民間ビジネスとの競合を指摘

する声も上がっている。 
 
７．６．４ 教 育 
 教育分野の OSS としては、LINUX School Internet Server または LINUX SIS と呼ばれる特

別な配布用パッケージが NECTEC により開発されている。このパッケージには、高価な商業的

サーバ・ソフトウェアを使用する代わりに、ウェブベースの使いやすいフリーウェア版のシステ

ム管理ソフトウェアが含まれる。パッケージは、タイ語のマニュアル、インストールの容易な

CD-ROM とウェブベースのサーバ管理ソフトウェア、トレーニングコース教材で構成されてい

る。 
 
７．６．５ 低価格 PC 
 ICT 省では、国民のパソコン所有率を高め、国内のコンピュータ普及率を向上させることを目

的として、低価格 PC の販売を推進する ICT PC プロジェクトを 2003 年 4 月に発表した。内容

は、これまでパソコンを所有したことがないという低所得者層を対象として、低スペック（プロ

セッサが 1GHz、メモリが 20GB、RAM が 128MB、画面サイズが 14 インチ）のパソコンに、

タイ語版 Linux の TLE 5.0 OS に Office TLE 1.0.2 suite を搭載し、1 万 900 バーツ（約 3 万 3,000
円）で提供していこうとするもの。この結果、14 万 5,400 余りの購入予約があったという。 
 このタイ政府の施策は、国際統一価格方針を貫いてきたマイクロソフト社を動かし、この ICT 
PC プロジェクト向けにカスタマイズした Windows XP と Office suite を、一括 1 万 2,390 バー

ツ（約 4 万 5,000 円）という特別価格で販売することを決めた。これにより、パソコン購入者は、

Linux 版の ICT PC を 1 万 900 バーツで購入するか、バーツでマイクロソフト版を購入するかの

選択が可能となった。 
 さらに 2004 年 2 月末には、同プロジェクトの第 2 段構想を Surapong 大臣が発表した。内容

は、中古パソコンを政府が下取りし全国の学校に寄贈していくというもの。ICT 省では、これに

より、使用可能な中古パソコン（デスクトップまたはノート）を持つ個人・企業・政府における

新規パソコンの買い替えが促進されることを期待すると同時に、下取りした中古パソコンの使用

可能状況を確認し、NECTEC の保証を得た後に全国の学校に引き渡していくという。 
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７．７．タイの IT 人材育成 

 
７．７．１．IT 人材の状況 
 National Information Communication Committee（NITC、国家情報技術委員会）事務局が

2001 年に実施したタイにおける IT 人材調査によると、2001 年現在の IT 労働総数（テレコム関

係含む）は約 7 万 8,000 人という結果が出た。このうち、ソフトウェア開発者は約 2 万 2,000 人

となっている。27 
 Association of Thai Software Industry（ATSI、タイ・ソフトウェア産業協会）では、2006 年

までの目標数値として、5 万人のソフトウェア開発者の育成を掲げている。28 
 
表 7.4 タイにおける IT 人材の数（2001 年） 

専門分野 人数 
戦略策定者、プロジェクト管理者 6,280 
ソフトウェア開発者（プログラマ、アナリスト等） 21,994 
システム・アドミニストレータ 6,002 
スペシャリスト（データベース、セキュリティ、QA、分散システム、等） 13,718 
ウェブ・マスタ、グラフィック・デザイナ 2,951 
ヘルプ・デスク、ホットライン、カスタマ・サービス 12,410 
修理工 4,640 
研修講師 1,713 
R&D 787 
テレコム 7,321 

出典：NITC 事務局 
 
７．７．２．日本による IT 人材協力 
 経済産業省は、同省が実施する情報処理技術者試験の相互認証のアジア展開の一環として、タ

イにおいては基本情報技術（FE）、ネットワーク（NW）、データベース（DB）の 3 区分の相互

認証を実施している。2003 年 10 月に第 1 回試験を実施しているが、タイ側実施機関である

National Electronics and Computer Technology Center(NECTEC、国家電子・コンピュータ技

術センタ)の PR 不足や、高額な受験料に加えて明確な受験インセンティブがないことから、普及

定着には多くの課題を抱えていると指摘されている。 
 総務省は、2003年1月にタイのMinistry of Information and Communication Technology（ICT
省、情報通信技術省）と ICT 分野における連携促進に関する覚書を締結しており、この中で、次

世代インターネット開発、電子商取引・電子政府・遠隔研修のアプリケーション、セキュリティ、

ブロードバンド接続の推進等を手がけている模様である。 
 技術協力案件をみると、1991 年～1996 年に実施した「国立コンピュータ・ソフトウェア研修

                                                  
27 Software Park Thailand ホームページ（http://www.swpark.or.th/）アクセス：2004.3.26 
 
28 ATSI ホームページ（http://www.atsi.or.th/atsi_th/index.php）アクセス:2004.3.26 
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センタ（NCSTC）」プロジェクトがある。当時の経済発展の流れの中で、各種産業の発展の基盤

となる IT 人材の不足を補うため、産業界のニーズに合致した実務技術者を育成する人材育成セ

ンタ・プロジェクトであった。 
 また現在では、2002 年～2005 年の 3 ヵ年技術協力プロジェクトとして「教育用情報技術開発

能力向上」プロジェクトが全国規模で展開されている。 
 民間ベースでの協力については、（財）国際情報化協力センター (CICC)が、Computer 
Association of Thailand（CAT、タイ・コンピュータ協会）を人材育成事業のカウンターパート

とし、積極的な協力活動を展開している。特に、タイ人技術者の日本国内研修受入は、CICC 設

立当初から実施しており、その累計数は 226 名を数える（2004 年 3 月現在）。この数はこれまで

の国内研修受入対象全 33 ヵ国・地域において 多数となっており、同国 IT 人材育成に大きく貢

献してきている。現地研修も過去に多数実施しており、こちらの累計修了生数566人というのも、

国内研修同様に対象国中 多である。専門家招聘については、CICC 設立初期から協力関係にあ

るタイから、多数の専門家・産業界要人を招聘してきた。この中には、現 National Science and 
Technology Development Agency（NSTDA、国家科学技術開発庁）の Pairash 長官、NECTEC
の Thaweesak 所長、Software Industry Promotion Agency（SIPA、ソフトウェア産業振興庁）

の Manoo 長官などが含まれている。 
 
７．７．３．他国によるアプローチ 
 日本以外の先進国や周辺国からの IT 人材育成協力も活発である。 
地元英字紙 Bangkok Post（2003 年 7 月 2 日付）でも、韓国ソフトウェア振興院（KIPA）が

タイ政府機関と韓国企業間の IT パートナシップ推進に積極的に取り組んでいきたい意向である

ことを、東南アジアと韓国 IT 企業の連携を推進する市場開拓（market enabler）プログラムを

通じて提案してきたことを報じている。同記事によると、今後、タイ政府との連携を推進してい

くため、KIPA では先ず 2～3 のプロジェクトを選定し、プロジェクト実施委員会と作業部会を設

けていく予定で、そのためのフィージビリティ調査やコンサルティング費用は、韓国輸出入銀行

や経済協力開発基金（ECFD）の資金が充てられる見込みという。KIPA は 600 社の会員を抱え

ており、その中には Samsung Data System (SDS)社や LG CNS 社、Post Data 社、Hyundai 
Information Technology (HIT)社等、大型 SI 企業も名を連ねており、産官が合体してタイ市場に

攻勢をかけている様子が窺える。 
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８．インドネシア 

 

８．１．インドネシアの概要 
 

８．１．１．概況 
インドネシアは、北緯 6 度～南緯 11 度、東経 95 度～141 度に位置し、国土面積は約 190.5 万

km2（日本の約 5 倍）である。約 17,000 余の島々（うち約 6,000 の島々に人々が住んでいる）か

らなる世界 大の島嶼国家で、東西約 5,110km（米国の東西両海岸間の距離に匹敵）、南北約

1,888km（赤道を挟む）に及ぶ。広大な国土は熱帯雨林気候に属しており、ほとんどの地域は湿度

が高く 1 年中暑い。季節は雨季と乾季に分かれており、10 月から 3 月頃までが雨季、4 月から 9

月頃までが乾季である。 

 

８．１．２．民族等 
人口は 2.15 億人（2003 年 ITU-D 統計）。中国、インド、米国に次いで世界第 4 位の人口を持つ。

大半がマレ-系（ジャワ、スンダ等 27 種族に大別される）である。中国系は約 500～600 万人。総

人口の約 6 割に当たる 1 億人強が、全国土面積の約 7％に過ぎないジャワ島に集中している。首

都はジャカルタで人口は約 1 千万人。世界 大のイスラム人口を有するが、イスラム教は国教で

はない。イスラム教 87.1％、キリスト教 10.1％、ヒンズ-教 1.8％他。識字率は 88.5%（男性：

92.9%、女性 84.1%）。国語はインドネシア語で全国に広く普及している。その他、ジャワ語、ス

ンダ語等約 300 以上の種族語がある。 

 
図 8.1 インドネシアの地図 

 

（出典：CIA  The World Factbook 2003） 
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８．１．３．政治体制 
インドネシアは第 2 次世界大戦後の 1945 年、民族運動のリーダー、スカルノの下に独立を宣言

し、1949 年にオランダより国家主権が委譲され、正式に独立国となった。政体は共和制（1945

年 8 月 17 日独立）。国家元首は大統領（初代大統領：スカルノ、第 2 代大統領：スハルト、第 3

代大統領：ハビビ、第 4 代大統領：アブドゥルラフマン・ワヒッド、第 5 代大統領：メガワティ・

スカルノプトゥリ、第６代大統領スシロ・バンバン・ユドヨノ）。 
大統領は、国家の元首であると共に行政府の長を兼ねる。首相職は無い。大統領は直接投票に

より選出され、国民協議会によって任命される。任期は 5 年間であり、再選は 1回のみ。今年、

大統領選挙が予定されている。行政区域は州（第１級自治体）、市・県（第２級自治体）、郡、町、

区等。1999 年に地方分権関連 2 法（地方行政法並びに中央地方財政均衡法）が成立し、2001 年

１月より施行されたことにより、州・県・市は、外交、防衛、司法、財政、宗教等を除く全ての

権限を有することになった。 
2005 年の大統領選挙で選ばれたスシロ・バンバン・ユドヨノ氏の下での経済活性化が期待され

ている。 

 

８．１．４．経済状況 
97 年 7 月のアジア通貨危機により、外資導入、非石油・天然ガス産品の輸出志向産業の振興を

中心に推進されてきた開発政策は大打撃を受けた。現在 IMF との合意に基づき、経済構造改革に

努力中。経済は好調な輸出入に支えられ回復基調にあるが、国内消費、国内・外国投資も経済危

機以前の水準に戻っていない。2003 年初に政府が財政の健全化に向けて、各種公共料金（燃料価

格、電気料金、電話料金）の引き上げを実施しており庶民や企業経営者等の負担の増大させるこ

とになっている。主力産業は鉱業（石油、LNG、アルミ、錫）、農業（米、ゴム、パ－ム油）、工業

（木材製品、セメント、肥料）。主要輸出品は石油・天然ガス、繊維、合板、履物、ゴム等、輸入

品は石油製品、機械、自動車部品、鉄鋼板等。 

外国投資は国内外からの投資が経済危機以降 低の水準（2002 年）。国営企業の民営化時期が相

次いで延期されるなど、経済改革プログラムの進展に遅れが見られる他、治安の不透明性や法の

支配の確立の遅れなどから、インドネシアの投資環境が悪化してきた。 

 しかしながら、現時点では、ユドヨノ新政権の下での経済刷新を期待する声が高く、今後の発

展の度合いが注目されている。 

 

８．１．５．労働環境 
労働力人口は約 9,080 万人（2001 年）。現在、失業率は 8.1％（2003 年）。2020 年には１億 4,500

万人の労働力人口を有すると予測されている。1967 年から 2001 年までの直接投資累積額におい

て全体の14.4％と第1位を占めている日本がインドネシアに設立した日系企業は約1,000社に上

り、インドネシア人雇用者の数は 20 万人を超えている。 

 

８．１．６．教育制度 
インドネシアの教育制度は、日本と同様にいわゆる 6-3-3-4 制であり、中学校までが義務教育

である。インドネシアの就業者の学歴の構成比は小学校卒が 37.1％、中学校卒が 15％、高等学校

卒が 18.3％、大学卒が 4.2％である。教育文化省が管轄する学校数は、小学校約 17 万 5,000 学校、
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中学校 3 万校、高校 1万 5,000 校、大学 1,600 校ある。インドネシアには教育文化省管轄の学校

だけでなく、宗教省の管轄によるイスラム系教育機関があり、1998 年時点で小学校に相当する機

関は全国に 2 万 4,460 校、中学校レベルは 8,121 校ある。 

 

 

８．２．インドネシアの IT 政策 
 

インドネシアの IT 政策の経緯について下表に示す。インドネシアは政府の混乱を背景に、なか

なか IT 政策が進捗していない。その根元には、貧富の格差の問題と広大な島嶼国家であることが

存在している。インドネシアの町を歩けば判るように、日本にはあり得ないような、例えていえ

ば、ビバリーヒルズのような高級住宅街とスラム街、掘っ建て小屋が同居している。技術的にも、

世界レベルで競争可能な技術を販売するような会社がある一方で、PC を触ったことがない人たち

も存在する。電気が来ないことから、昼間しか授業を行えない学校も存在する。 

こうした中、IT 政策を立案することは並大抵ではない。公務員給与は安いこともあり、政府内

には汚職なども後を絶たない。IT を振興するためには、的確に問題を把握し、整理し、その問題

を解決していくことが不可欠であるが、これができていない。 

さらに、地方分権を進めた結果、中央政府の権限は大幅に削減されており、IT 政策を実施する

ことは大変困難な状況にある。 

また、現在の IT 計画を進めているのは、メガワティ大統領が副大統領当時に発案したテレマテ

ィカである。ユドヨノ新政権下での IT 政策の新たな展開が期待されるところである。 

 

 

表 8.1 IT 政策の経緯 

1997 年 

～ 

ヌサンタラ 21 

(NUSANTARA 21) 

↓ 

「国家情報システ

ム」（SISFONAS） 

National 

Information System 

Sistem Informasi 

Nasional、Sisfonas 

インドネシアの国家情報基盤整備計画。ヌサンタラ 21 は政

権交代により名称を変え SISFONAS となった。 

ヌサンタラ 21 は先進国による GII（グローバル情報インフ

ラ）プロジェクト、隣国マレーシアのマルチメディア・スー

パー・コリドー（MSC）やシンガポールのシンガポール・ワン

（SINGAPORE ONE）などの国家情報化推進計画に触発され、打

ち出された計画といわれ、当時の政府（スハルト政権時）が、

2001 年までにインドネシアの 27 州都をスーパー・ハイウェ

イで結び、マルチメディア・シティー、マルチメディア・コ

ミュニティー・アクセス・センタを構築し、各種アプリケー

ションを導入することにより、インドネシア全体の情報通信

の社会インフラ整備の実現を目指した計画であるが、実質的

に頓挫した状態にあった。 

SISFONASに名称が変更されてからは地方政府と中央政府間

のネットワーク構築等、電子政府を推進するイニシアティブ

となっている。 
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インドネシア政府は 2003 年 12 月に開催された世界情報社

会サミット(WSIS)において決定した通信網整備に関する計画

の終了年が 2015 年であることから、SISFONAS のいくつかの

プログラム（終了予定は 2010 年）の終了年を前者の計画に合

わせて 2015 年とすることで調整中。 

2001 年 2

月 

大 統 領 令

Presidential 
Instruction  
No. 2/2001 

コンピュータアプリケーションにおけるインドネシア語の使

用を規定 

2001 年 

3 月 

大 統 領 令

Presidential 
Instruction  
No. 3/2001 

中小企業振興のための ICT 活用を規定 

大 統 領 令

Presidential 
Instruction  
No. 6/2001 

インドネシアにおける ICT の発展及び導入のための 

ガイドライン。ICT 分野は国家 IT 調整チーム（TKTI）が担当

となることを指示。 

2001 年 4

月 

5 月 

インドネシアにおけ

る情報通信技術の開

発・実現のための 5

か年実行計画 

2001 年 5 月、上記大統領令に基づき、デジタルディバイド

の解消を目的とした 5カ年実行計画が発表された。「政策・法

律」「人材開発」「インフラ」「情報通信技術の応用」の 4 項目

に関し、それぞれの課題、実行計画案、実行時期、優先順位、

実施機関等を定めた。 

2001 年 

4 月 

～ 

テレマティカ 

インドネシア 

Telematika  

Indonesia 

正式名称は「ICT 開発と実施のための政策フレームワーク

(Frame work for Development and Implementation of 

Information and Communication Technologies in 

Indonesia)」。ICT の活用による国家の統一、国民の福祉と持

続可能な開発の実現を目指す。 

1.国家の統一と国民の能力強化のための ICT 

2.社会のための、そして、社会における ICT の活用 

3.国家情報通信基盤の整備 

4.民間部門のビジネス環境の整備 

5.国民能力の向上と科学技術政策 

6.電子政府の構築：良き統治力のための ICT 活用 

7.国家 ICT 戦略を統括するテレマティカ調整グループの組織

強化 

2003 年 大 統 領 令

Presidential 
Instruction  
No. 3/2003 

電子政府推進を目的とした大統領令。 
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2003 年 大 統 領 令

Presidential 
Instruction  
No.9/2003 

国家 IT 調整チーム（TKTI）に関する大統領令。 

 
 

８．３．インドネシアの IT 関連機関 
 

８．３．１．政府機関 
イ ン ド ネ シ ア の IT に つ い て は 、 形 式 的 に は 、 Ministry of Information and 

Communication(MIC：通信情報国務大臣府)が担当することとなっている。この MIC は 2001 年

8 月に新設された新しい組織である。もとは、情報すなわちメディアの規制を行うために設置さ

れていたものに通信に関する規制を加えた形である。現在インドネシア全体の IT 政策策定を担当

している。国の IT 政策全体の統括調整を行うため、2000 年 4 月にメガワティ副大統領（当時）

を長として内務・防衛・大蔵・通産・通信等 16 名の大臣がメンバに加わり Indonesian IT 

Coordination Team（現 Indonesian Telematics Coordination Team, TKTI）が発足した。 

2004 年の大統領選挙で選ばれたユドヨノ大統領は、2005 年 1 月、通信情報相、運輸相、国家書

記、内閣書記に対し、通信情報省内に ICT 局を組織するための協議を行うよう指示した。 

このほか、Ministry of Home Affairs(内務省)が、地方自治体の監督官庁として、地方政府を含

めたインドネシア全体の電子政府化を担当している。また、Ministry of Industry and Trade(工
業商業省)が IT 産業振興政策を担っている。 
 
８．３．２．民間機関 
民間機関としては、下記のような機関が存在する。 

 
a） APJII（インドネシア ISP 協会）：1996 年設立。ISP の業界団体で、インターネットの普及

に努める。接続料金の決定を行う。小学生から高校生を対象にインターネット教室を開講

している。 

b） シスコシステム社をはじめとする米系企業がスポンサー。 

c） APKOMINDO（インドネシアコンピュータビジネス協会）：1991 年設立。流通業、製造業、

システム会社などを中心に 131 社の IT 専門家が加盟。IT インフラを中心とした IT 産業

の競争力強化を目的としてフォーラムの開催や、海外視察などを実施。 

d） ASPILUKI（インドネシアコンピュータソフトウェア協会）：1991 年に設立。ソフトウェア

企業の業界団体で、現在 70 社が会員。ASSOCIO 会員。 
e） IPKIN（インドネシアコンピュータ協会）：1974 年設立。学術機関、民間企業、政府機関

に所属している個人会員で成る。会員 1,000 名、活動しているのは 200 名。事務局は持ち

回り、現事務局はグナダルマ大学。Mr. Hari Sulistyono が会長。SEARCC（東南アジア諸

国コンピュータ連合）のメンバであり、2002 年に新設された AIC（アジア ICT 連盟）にも

正式メンバとして加盟した。 

f） MASTEL（インドネシア情報通信協会）：1993 年設立。通信関係の業界団体。15 の業界

団体、48 の企業、179 の個人会員が加盟。 
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８．４．インドネシアの IT 関連指標 

 
８．４．１．通信事情 
インドネシアには固定電話の独占事業体であるテレコム・インドネシア社と国際電話を主体と

するインドサット社という 2 つの主要な通信企業が存在するが、2000 年 9 月に発効した新通信法

（1999 年第 36 号法）や大統領令の発令により、2 社の特権的存在を否定し、通信が自由化される

ことが決定した以降、民営化に向けての動きが活発である。 

インドネシアの固定電話普及率は、4％弱に留まっている。独占企業の経営状況や自由競争導入

を背景に不採算または低採算地域への投資削減などを理由に、特に地方における設備投資が停滞

している。固定電話の普及が遅れていることもあり、街中では公衆電話に加え、電話やインター

ネットを提供する WARTEL/WARNET が利用されている。 

政府は地方も含めたすべての地域の市民に電話サービスを提供することを目指したユニバーサ

ル・サービス・オブリゲーション (USO)プログラムを推進しており、2003 年 12 月には国内 7 万

2,000の村に向けた4,750億ルピア(5億2,800万ドル)の具体的プロジェクトをスタートさせてい

る。その他、全国を 7地域に分割し、ジャカルタとスラバヤ以外の 5 地域の運営を BOT 方式で外

国通信事業者を含む民間コンソーシアムに委託する KSO 事業を実施し、外資を含む民間企業の 5

つのコンソーシアムによる固定電話網の拡充を目指している。 

携帯電話は複数の通信会社が提供しており、主に GSM 方式が採用されている。インドネシアに

おける携帯電話の利用者が 10 月末で約 1,690 万人に達し、普及率は約 6％。2003 年初めと比較

し 50％以上増加している。年末には約 1,800 万人に達する見込み。加入会社別では、Telkomsel

社が 900 万人、インドサットグループ（Satelindo 社他）が 440 万人、Excelcom 社が 270 万人、

IM3 社が 80 万人。 

一方で CDMA 技術導入は 近になって活発になっており、インドネシア政府は、CDMA を採

用した通信事業に関する規定の作成に向けて検討を進めている。近々CDMA 電話の通信範囲・通

話料などについて規定される見通しである。2003 年 6 月、CDMA 通信のライセンスは固定電話

ではテルコム社のほか民間通信ラテリンド社とインドサット社、携帯電話ではコムセリンド社、

メトロセル社、モビセル社が取得している。国営通信会社のテレコム社は、2004 年、CDMA 方

式の通信範囲を増やし、同社の CDMA 方式固定-ワイヤレス電話サービス TelkomFlexi の加入者

を伸ばすため、同社の支出予定額の半分にあたる 2 億 5,000 万ドル（約 278 億円）を投資すると

発表。また、CDMA 方式携帯電話ハンドセット生産会社の Sanex グループ（韓国）とサムソン

グループ（韓国）は、インドネシアにおける CDMA 方式携帯電話の高い需要に応えるために、

インドネシアに生産拠点を移すことを発表している。 
 
８．４．２．パソコンの普及状況 
インドネシアの PC 普及台数は、2002 年次点で約 250 万台、普及率は 1.19％にすぎない。他

の ASEAN 諸国における 2002 年のパソコン普及率は、シンガポール 62.20％、マレーシア 14.68％、

ブルネイ 7.67％、タイ 3.98％、フィリピン 2.77％、ベトナム 0.98％、ミャンマー0.51％、ラオ

ス 0.33％、カンボジア 0.20％（出展：ITU）となっていることから、インドネシアの 1.19％とい

う数字は国力を考えるときわめて低いといえる。人口が極めて大きいことも要因である。 

しかしながら、国内でのパソコンの売上は着実に伸びてきており、2003 年には年間で約 70 万
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台が売れ、前年と比較し 16.7％増加している。 

ガートナー社の調査ではインドネシアにおける 2003 年の有力パソコンベンダ 5社は、ヒューレ

ット・パッカード社、エイサー社、IBM 社、デル社などの外資系ベンダの他、インドネシア国産

パソコンメーカ PT Zyrexindo Mandiri Buana 社（ZEREX 社）。ZEREX 社の 2003 年の市場シェアは

5％であった。 

多くの IT 関連企業は、経済の刷新による民間での需要拡大や、電子政府の推進による政府にお

けるパソコンの需要が高まることを期待している。 

 

８．４．３．インターネットの普及状況 
 

表 8.2 インターネットユーザ数 
年 インターネットユーザ数 

1998 512

1999 1,000,000

2000 1,900,000

2001 4,200,000

2002 4,500,000

*2003 7,550,000

*2003 年は予想値

出典：APJII  

 

インドネシアのインターネット普及率は 2001 年末現在で 1.9％と非常に低いのが現状である。

80 年代後半から研究者を中心にインターネット接続がされてきたが、商用ネットは首都ジャカル

タなどに限定され、島々に点在する広大な国土を充分カバーするに到っていない。また固定電話

回線の普及率が 4％弱と遅れていることがネックとなっている。 
インターネット利用者数は、2003 年には 750 万人に達した。大半は国内に 1,500 ヵ所以上普

及（ジャカルタにその 50％が集中）しているインターネット・カフェあるいは「Warung（＝小

屋） Net」/ 「WARNET」の利用者と推定される。インターネット・プロバイダ協会の発表に

よると、インターネットユーザ 52％が Warung Net 等のインターネット・カフェから、42％が

職場からインターネットにアクセスしている。 
ISP は、2002 年現在で約 180 社（うち、8 割程度がジャカルタ）が許可されているが、現下の

経済情勢で資金繰りに詰る会社も多く、実際に運営しているのは、ジャカルタで 30 社程度、地

方で 10 社程度と推定される。 
インドネシア国内の政府各機関、民間企業、大学等のウェブサイト（ホームページ）は、急速

に充実しつつある。インドネシア語・英語を併記したものも見られ、かなりの情報を収集するこ

とができる。 
インドネシアでは、インターネット接続はダイアルアップが中心である。ジャカルタの都心部

では、現在のところ公称数百 kbps 程度までの高速インターネットサービスは高級ホテル、外人

向アパート等ごく限られたところでしか利用できない。その場合も回線は共用であり、またバッ
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クボーン回線の容量不足のため通信速度は低下しやすい。日系企業等のオフィスでは、通信事業

者により提供される専用線あるいはＶＰＮ（仮想専用網）サービスを利用しているところもある。

ISDN、ADSL サービス等は特定の区域のみであり殆ど普及していない。 
ジャカルタ以外の地方都市では、企業、大学等が構内の LAN を通信事業者の回線に接続して

インターネットを常時利用しているところがあるが、通信料が高く、利用者数次第で速度も遅い。

一般家屋等ではダイアルアップ接続になる。また、コンピュータと電話を持たなくても利用でき

る WARNET が増加している。 
この他、通信事業者の PT.TELKOM が、加入電話から直接つながるインターネット接続サー

ビス（TELKOMNET）を全国で提供している。ただし、サービス品質は不十分で料金も割高で

ある。 
 
 

８．５．インドネシアの IT 産業 
 

ASPILUKI の調査によれば、インドネシアにおける 2003 年のソフトウェア市場は前年に比べ

て 25％の伸びを示したものの、ソフトウェアの 80％以上が海外の製品である。 
ビジネスソフトウェア連合(BSA)が 2003 年 6 月に行った調査によれば、インドネシアにおけ

る 2001-2002 年のソフトウェア著作権侵害率は 89%である。このように海賊版ソフトウェアが跋

扈する中で、ソフトウェアに関する著作権保護法 Copy Rights Law No. 19/2002 in Computer 
Software が 2003 年 7 月 29 日に発効した。マイクロソフト・インドネシア社はこの法の発効に

より収益が 30％増える見込みを示す一方で、インドネシアソフトウェア協会はプロプリエタリな

ソフトウェアに依存しないようオープンソースソフトウェアの教育を強化する意向を表明してい

る。ソフトウェア産業の育成が ICT 振興のための 重要課題と位置づけている政府は、毎年国内

ソフトウェア競技会を実施しその育成に努めている。 
その他のソフトウェア振興政策として、ソフトウェアパークの開発がある。Balicamp (SIGMA 

KARYA SEMPURNA)は、インドネシア 大の ISP である Indo.net を運営する Sigma 社が 300
億ドルを出資し、バリ島に設立したソフトウェア開発センタである。 
その他、Lyman グループが提唱した、ジャカルタ～バンドンの大学まで続くデジタル・コリド

ー構想である West Java Digital Corridor 構想、Bangdung High-tech Valley（バンドンに充実

した教育研究施設を設置）、Kota BNI（バンドンにある研究センタや大学間でネット上のリンク）

等が提唱されている。 
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８．６．インドネシアのオープンソースソフトウェア 
 

８．６．１． 概要 
 2003 年 7 月のソフトウェアの知的財産権保護法の施行を機に、OSS の重要性が認識されはじ

めている。ただし、言語と経済的な問題、また政府の支援も不足しており OSS はあまり進んで

いないのが現状である。 
 
８．６．２． 政府における OSS 政策・方針・担当機関 
 政府が公的に支援しているプロジェクトには、「KOMURA」「Ganesha Digital Library (GDL)」
「Net Office」と 3 つがある。 KOMURA プロジェクトでは、パソコンが普及の阻害要因とな

っている値段と言語の問題を解消すべく、中古パソコンにインドネシア語の OSS をバンドルし

てコストの削減を図っている。本プロジェクトでは WinBI というインドネシア向けのディストリ

ビューションを使用している。GUI(Graphic User Interface)はインドネシア語対応で、教育用の

電子ブックも用意している。将来的には、Kataya というソフトウェアを使って Web ベースのオ

フィスツールに対応させる予定である。 
 Ganesha Digital Library (GDL)プロジェクトは Web ベースのデジタルライブラリ 
で、デジタルディバイドを改善するためにも使われており、成功を収めている。 
NetOffice プロジェクトはバンドン工科大学（Institute of Technology Bandung, ITB)が支援し

ており、企業ポータルサイトのソフトウェアを開発している。 
 インドネシア政府においては、2004 年の国民投票の結果を受けて、ソフトウェアライセンスと

ハードウェアに 5,000 万 US ドルのコストが掛かるにも関わらずマイクロソフト社ベースのネッ

トワークが構築されることとなり、OSS は選ばれなかった。一方で、2003 年 3 月、米国企業に

より教育省に対し 5,700 万 US ドル相当の OSS スイートを供与。 
 2004 年 7 月、政府の OSS 政策として Indonesia Goes Open Source(IGOS)が承認されたが、

具体的な施策はまだ決定されていない。（http://www.igos.or.id/roller/page/igos） 
 
８．６．３．コミュニティ動向 
 インドネシアの OSS 関連組織として、「インドネシアリナックスユーザグループ」(Indonesia 
Linux User Group, KPLI) 、Linux 用オープンソース J2EE を作っている「Developer Force」、
「オープンソース貢献者グループ」（Open Source Contributors Group, OSCG）などがある。個

人では OSS 関連の電子ブックを作った Tim Pandu 氏等が有名である。 
 政府の支援を受けていない OSS としては、PHP Nuke のようなポータルサイト向け

Endonesia は 20 以上のサイトで使われている。 
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８．７．インドネシアの IT 人材育成 
 

８．７．１．IT 技術者養成機関  
国民全般の IT リテラシ向上のためにパソコンの基本操作等を指導する機関としては、労働・

移住省管轄の職業訓練校がある他、民間が運営する研修機関がある。CICC の元研修生も、現地

の教職員を対象とし、ワープロソフトやインターネットの使い方を無償で指導している。また、

外資系 IT 企業による独自の研修も活発に行われている。IBM 社はジャワ州の 45 の保育園・保

育所で幼児 IT 教育プログラム KidSmart を実施しており、Young Explorer（ヤング・エクスプ

ローラー）という幼児向けのカラフルなプラスチック製家具に組み込んだパソコンやソフトウェ

アなどの教育ツールを寄贈し、保育士・教職員を対象とした研修を実施している。292003 年 10
月にはマイクロソフト・インドネシア社は低所得者を受講対象とした、8 つの IT 研修センタ（IT 
Community-based Training and Learning Centre (CTLC)）を開設している。30 
高度 IT 技術者の育成機関は専門学校、大学が中心であり、資格取得のためのカリキュラムが

大学の授業に組み込まれるとともに、インドネシアの主要な大学に企業がセンタを設置するなど、

大学と企業の提携が進んでいる。IT 教育に定評がある大学は、インドネシア大学、グナダルマ大

学、ビナ・ヌサンタラ大学、バンドン工科大学等。民間研修機関においても高度 IT 教育が行わ

れており、主にマイクロソフト社、シスコシステムズ社、オラクル社等の企業認定資格の取得コ

ースが受講できる。31  
2003 年 7 月のソフトウェアの知的所有権法（Law No. 19/2002）の発効は、民間研修機関の IT

研修の内容にも少なからず影響を与えており、大手コンピュータ研修会社 PT Inixindo Persada 
Rekayasa Komputer（Inixindo）社32では Linux をベースとしたコンピュータアプリケーション

研修の受講者が前年と比べて 30％増えている。オラクル社や IBM 社等、多くのベンダが Linux
プラットフォームをサポートしていることから、Linux を扱える IT 人材の需要はますます高ま

ってきているとの認識を持っている。33 
 

８．７．２．教育機関におけるコンピュータ設置状況 
 インドネシアの国立教育研究所（National Education Institute）の 2002 年の調査によれば、

同国でパソコンを保有している学校は全体の 4％で、1,800 人の生徒に対し 1 台。また、同国の

PC 市場のうち教育機関が占める割合は 7％のみ。そのほとんどが中等学校以上の教育機関であり、

初等教育機関においてはほとんど普及していない。34 

                                                  
29 関連 URL: http://www.kidsmartearlylearning.org/ (2004/03 アクセス) 

関連 URL: http://www-6.ibm.com/jp/NewsDB.nsf/2003/05301 (2004/03 アクセス) 
30 “Bisnis Indonesia”(2003/10/27) 

 本センタ設立はITアクセスの機会に恵まれない人に向けた総額810万ドル(約 8億 7,800万円)の社会貢献プロ

グラム「Unlimited Potential(UP)」の一部である。 

関連 URL：UP のプログラムについて(マイクロソフト社プレスリリース) 

http://www.microsoft.com/presspass/press/2003/sep03/09-04UPGrantsPR.asp (2004/03 アクセス) 
31 受講者の内訳：マイクロソフト社関連試験が 60％、シスコシステムズ社が 20-25％、オラクル社が 20％。((財)

日本情報処理開発協会 前掲書より) 
32 URL: http://www.inixindo.co.id/index.htm (2004/03 アクセス) 
33 “Bisnis Indonesia” (2003/07/17)“Bisnis Indonesia” (2003/09/02) 
34 “Bisnis Indonesia” (2003/09/23) 
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インドネシア政府は国内のすべての学校にコンピュータラボを設置するとした One School 
One Computer's Laboratory (OSOL)を計画中。 
 

８．７．３．IT 技術者資格認定制度 
インドネシアには国家レベルでの IT 技術者資格認定制度は無い。マイクロソフト社、シスコ

システムズ社、オラクル社等の企業認定資格取得を目指すのが一般的で、IT 関連企業の多くは取

得を推奨している。取得にかかる費用は 5-6 万円程度。合格率は 50％。 
インドネシア 大の IT 企業 Metrodata 社の子会社 Mira Integrasi Informatika 社（マイクロ

ソフト社、シスコシステムズ社、オラクル社、ロータス社、サンマイクロシステムズ社等の現地

代理店）が運営する試験センタは年間 2,000-3,000 人の受験者が利用しており、近年受験者数は

増加の傾向にある。 
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（参 考）2003 年シンガポール情報通信産業人材年次調査の概要 

 
        （注）以下は、シンガポールの情報通信開発庁（IDA）が 2004 年 8 月に発表した情報通産業

人材に関するの年次調査の概要をシンガポールセンターにおいて仮訳したものである。 

 

導入及び主な結果 

 
この「2003 年情報通信産業人材年次調査」は、IDA によって実施されてきた情報通信産業に

関する一連の調査のうち、直近に行われたものである。本調査の意図は、情報通信産業の人材に

関するプロフィールとシンガポール産業が課す要件を追跡調査することであった。2003 年の本年

次調査は、情報通信会社 732 社とエンドユーザー企業 2,182 社、合計 2,914 社を対象に実施され

た。 
本調査は、シンガポールの情報通信産業における人材計画及び方針策定のためのデータを提供

した。また、各職業別に需要に関する有益な情報を提供した。 
本調査によると、情報通信産業の就労者数は、現在 10 万 4,320 名で、昨年と比較して 0.42％

増を記録した。情報通信産業の人材もおよそ半数は、情報通信セクターに従事し、残る半数は、

その他のセクターに属するエンドユーザー企業のサポート業務を提供した。 
情報通信販売及びマーケティング（27.4％）は、 も求人の多い情報通信の職業分野であるこ

とが判明した。これに、技術サポート（22.0％）、プログラミング＆アプリケーション／ソフトウ

ェア開発（14.8％）が続いた。 
本調査は、2002 年から 2003 年にかけての求人数及び人員削減数がいずれも減少したことを示

した。一方、雇用数は、増加した。これは、情報通信分野の新規雇用数が情報通信分野の就労者

の解雇数を上回ることを示している。 
アウトソーシングは、シンガポールにおける情報通信産業の人材にとって、依然として脅威で

あり続けた。企業が、常に変化し続ける市場状況に対応する長期的な生産性の向上を目指して、

金額に相応の 大価値を提供する場所に職務を配置することを望んだためである。しかし、情報

通信の業務をアウトソーシングした企業は、そのほとんどが、アウトソーシングを理由に情報通

信産業の人員を削減することはないと指摘した。 
 
 

全体的な情報通信産業の就労者数 

 
2003 年の情報通信産業における就労者数は、10 万 4,320 名であった。これは、2002 年から

0.42％増加したことを意味し、表 1 が示すように、シンガポールにおける全労働者35のおよそ

4.9％を占める。情報通信産業の人材の約半数は、情報通信会社に雇用されていた。情報通信会社

における情報通信産業の就労者数は、2002 年から 0.4％減少し、一方、エンドユーザー企業にお

                                                  
35 労働者に関する数値は、Ministry of Manpower 発表の「Report on Labour Force in Singapore 2003」から引

用。 
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いては、1.2％増加した。 
 

 
 

職業分野 

 
技術サポート、プログラミング＆アプリケーション／ソフトウェア開発、情報通信販売＆マー

ケティングは、上位 3 つの職業分野であった。これらの分野には も多くの情報通信産業の人材

が従事している。 
技術サポート分野に従事する情報通信の人材数は、2002 年から 2003 年にかけて大幅に増加し

た。この分野が依然として容易にはアウトソーシングできない分野であることがその理由である。

ユーザー側のシステムが効率的に動作し、ウィルスやサーバー・テロリズムのようなセキュリテ

ィ上の脅威から十分に保護されている状態を保証するニーズが高まっているため、ユーザー企業

及び情報通信会社は、このような人材を必要とした。 
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プロファイル 

 
2003 年に、シンガポールの情報通信産業の就労者総数のうち、3 分の 2 強（67.7％）は、男性

であった（図 1 参照）。この割合は、シンガポールの全労働者数に対する男性の割合、つまり 2003
年の 55.3％36を上回っていた。 
 

 

                                                  
36 労働者に関する数値は、Ministry of Manpower 発表の「Report on Labour Force in Singapore 2003」から

引用。 
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2003 年に、情報通信産業の就労者 10 名のうち、少なくとも 8 名は、第三の資格を取得してい

た。また 5 分の 2（41.0％）は、基本的な学位を取得、13.0％が研究課学位、26.0％が大学院卒

の学位をそれぞれ取得していた（図 2 参照）。これは、全体に対して 15 歳以上且つ第三の資格を

取得している者が占める割合より大幅に高い割合であった（29.5％）37。 
 
 

 
 
 
情報通信産業の就労者の 75％以上は、40 歳以下であった。これは、図 3 が示すように、シン

ガポールの労働者全体に占める割合の約 54.7％よりも大幅に高い割合であった。 
 

                                                  
37 労働者に関する数値は、Ministry of Manpower 発表の「Report on Labour Force in Singapore 2003」から引

用。 
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上位 5 つの必須技能及び強く求められる技能 

 
回答者により上位 5 つの必須技能として選ばれたのは、販売＆マーケティング、事業継続／災

害復興管理、IT プロジェクト・マネジメント、品質保証管理、及びデータベース管理であった。 
IT プロジェクト・マネジメント、データベース・マネジメント、販売＆マーケティング、品質

保証管理、並びに事業継続／災害復興管理は、技能取得者のうちで も強く求められる技能でも

あった。 
本年は、事業継続／災害復興管理が上位 5 つの必須技能の一つとして選ばれた。ウィルスやサ

イバー・テロリズムのようなセキュリティ上の脅威に関する認識度が高まり、またそれらに対抗

する行動を要することがその理由と考えられる。 
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求 人 

 
求人数は、2002 年のおよそ 3,000 名から 2003 年にはおよそ 1,000 名に減少した（図 4 参照）。

SARS、テロ行為及びイラク戦争によって不確実性が生じており、企業が 2002 年以来、より慎重

に求人数を予測するようになったことがその理由になっている可能性がある。 
 

 
 
 
職業分野別でみると、求人の も多い職業は、情報通信販売＆マーケティング（27.4％）で、

これに技術サポート（22.0％）、プログラミング＆アプリケーション／ソフトウェア開発（14.8％）

が続いた（表 5 参照）。 
2003 年の求人は、情報通信販売＆マーケティングが も多かった。これは、情報通信製品とサ

ービスの主な販売流通センターであるシンガポールのステータスを反映している。プログラミン

グ＆アプリケーション／ソフトウェア開発の求人率は、2002 年の 29.7％から、2003 年の 14.8％
へ、大幅に低下した。これは、企業が新規投資に対してより慎重な姿勢をとるようになり、従っ

て、ゼロから開発を進めるのではなく、在庫品処分扱いのアプリケーションやソフトウェアを購

入する傾向が強まっているためである。 
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人員削減 

 
2003 年の雇用状況は、情報通信の人員削減数が 2002 年から 50％以上も減少し、改善を示し

た。これは、情報通信の事業環境が若干改善に向かったことを意味する（表 6 参照）。 
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成長率 

 
企業は、今後 2 年間に成長率の上昇を予想していた。情報通信分野の人材に対する需要は、2004

年に 3.84％増、2005 年に 4.00％増と、今後 2 年間でわずかながらも拡大すると予想された（表

7 参照）。成長が予想されながらも慎重な姿勢を要するという将来の見通しは、国際経済の回復が

追い風となった。また、これは、2003 年に 5.7％増、2004 年に 7.4％増と予想される情報通信産

業の収入と同じ動きを示していた。 
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アウトソーシング 

 
2003 年に過半数の企業（89.6％）が情報通信の業務をアウトソーシングしなかった。情報通信

会社のうち、情報通信業務をアウトソーシングした企業の割合は、エンドユーザー企業の場合よ

りも高かった（表 8 参照）。 
全体として、企業は、現地を拠点とする企業へ情報通信業務をアウトソーシングする傾向がみ

られた（85.8％）。情報通信会社とエンドユーザー企業とを比較すると、エンドユーザー企業の方

がわずかな差ではあるが、現地を拠点とする企業へ情報通信業務をアウトソーシングする割合が

高い（表 9 参照）。これは、中核となる事業経営が危険にさらされないように、エンドユーザー

企業が自社ベンダーに対する管理と連絡をより厳密に行うことを好むことがその理由と考えられ

る。 
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情報通信会社とエンドユーザー企業を比較すると、情報通信会社の 22.7％は、アウトソーシン

グの結果から情報通信部門の人員を削減したが、エンドユーザー企業の場合はわずかに 7.7％で

あった（表 10 参照）。 
 

 
 

結 論 

 
本調査の結果、情報通信産業の雇用者数は、2001 年からゆっくりと増加していたことが判明し

た。これは、情報通信産業の見通しは、確実に改善されたことを示唆する。 
企業は、将来的に情報通信分野においてより多くの人材を要すると認識し、従って、情報通信

産業の人材に関する見通しは、今後 2 年間で明るさが見える。但し、アウトソーシングは、依然

として、シンガポールにおける情報通信産業の人材雇用に脅威として残った。 
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