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Ⅴ－２. ASEAN の ICT／デジタル化戦略 －求められる長期的視点、戦略的取り組み－
【要約】


ASEAN 主要国（ASEAN5＋ベトナム）のうち、インドネシア、フィリピン、ベトナムは未だブ
ロードバンド回線等のインフラの整備を主眼とする ICT 政策が中心であるが、シンガポー
ル、マレーシア、タイの 3 カ国については、ICT を活用した産業や社会の高度化を目指
すデジタル化政策を掲げ、インフラ整備の次のステージに入っている。



シンガポールは、ASEAN 唯一の先進国として、高齢化問題や交通問題等の社会的課
題の解決を目指し、様々なデータや高度な ICT 技術を活用したデジタル化政策を進め
ている。国中に設置したセンサーからの画像データ等を含めた様々なデータを収集・活
用し、さらに域外企業の先進的な技術も積極的に取り入れることで、それらの取り組みが
ナショナルセキュリティの強化にも繋がっている。



シンガポール政府の後押しにより、域外企業も様々なデータが活用できる環境は、特に
自国で個人情報などのデータの取り扱いに制約のある企業にとっては、テストベッドとし
て活用の余地が大きい。また、2020 年に東京五輪を控えるわが国政府にとっては、ナシ
ョナルセキュリティの観点で、政府主導によるカメラやセンサーデータの活用事例は参考
にすべきだろう。ただし、導入の際はプライバシーに配慮した設計・運用が欠かせない。



タイはデジタル化政策において、「中所得国の罠」の回避に向けた産業構造の転換を志
向している。一例として、製造業・農業の SME（中小企業）の強化への取り組みを掲げ
る。同政策で政府の課題認識や方針は示されたものの、具体的な施策は「これから」の
段階であり、海外の政府・企業による提案・投資の受け入れ余地が大きい。



斯かる状況下、ドイツや中国は先行して政府レベルのアプローチを進めており、足下で
は、日本政府もタイへの協力覚書を締結した。日本政府・企業は、政策の具体化を待つ
のではなく、タイの課題解決に資するアイディアを先んじて示すことで、自国・自社に有
利な施策に導くべきである。

１． はじめに
近年、「IoT の利活用が新たな産業革命を起こす」というドイツ政府や米 GE 等
による取り組みが時代の趨勢になりつつあり、日本政府もこの第四次産業革
命を推進すべく、IoT、AI、ビッグデータといった先進的な ICT 技術を活用し
た産業の高度化や社会的課題の解決を目指している（【図表 1】）。

独・米を筆頭に、
デジタル化政策
によって産業の
高度化を目指す

【図表 1】 主要国・企業のデジタル化に関する政策やビジョン
主導

概要

ドイツ

Industrie 4.0

政策・ビジョン

政府

 IoTの利活用による次世代の産業革命を標榜
 生産拠点としてのドイツの競争力確保と、FA機器・システム等の輸出強化を目指
す

米国

Industrial Internet

民間
（GE）

産業機器をインターネットにつなげ、ハードウェアと高度なソフトウェアやサービス
との融合を図ることにより、新たな顧客価値を創造する取り組み

日本

日本再興戦略（改訂2015）

政府

「新時代（第4次産業革命）への挑戦を加速する」ことを掲げ、産官学協同でIoT
推進コンソーシアムを設立し、あらゆる産業のビジネスモデルの革新を目指す

中国

中国製造2025

政府

2025年までに製造業の高度化を図る国家計画
高度化のためのテクノロジー産業の強化や、技術開発のための拠点整備等も示
されている

（出所）各種公表資料をもとにみずほ銀行産業調査部作成
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ASEAN の ICT／
デジタル化政策
を捉え、域外企
業のビジネス機
会を探る

先進国では米 GE のように企業主導で新しいテクノロジーを活用して産業の
発展を牽引するケースがあるものの、ASEAN では多くの場合、まだ産業を自
ら創出・牽引するような力強い民間企業はほとんど存在しないため 1、政府がト
ップダウンで政策を示し、産業を牽引していくことが求められる。そこで、本稿
では ASEAN における各国の ICT／デジタル化政策を整理し、特徴的な取り
組みを深掘りすることで、各国産業の注力領域を掴み、日本企業を含む域外
企業にとってのビジネス機会を考察する。

ICT 政策とデジタ
ル化政策を定義
する

尚、一般的に ICT 政策とデジタル化政策は明確には区別されていないが、本
稿では、ICT 政策はブロードバンドの普及や電子政府の整備といった ICT の
インフラ整備を主とする政策、デジタル化政策は、ICT 基盤を活用して産業や
社会の高度化を目指す政策と定義し、以下論じる。

２． 各国の ICT／デジタル化政策の状況
（１）ASEAN10 カ国の相対的発展度の確認

1

2

3

経済発展の状況
と ICT の発展度
で各国のポジショ
ン を 見 る と 、
ASEAN の中でも
シンガポールは
別格

横軸に経済の発展度を表す指標として、一人当たり GDP を置き、縦軸に ICT
の発展度を表す指標として、世界通信連合（ITU）が公表している ICT 普及度
ランキング2を置き、グローバルベースの各国のポジションを見てみると、経済
と ICT の発展度の相関関係が概ね分かる（【図表 2、3】）。欧米諸国やアジア
の先進国が右上方に位置する中、シンガポールは米国やオーストラリアと近
接したポジションにあり、ASEAN の中では別格の存在であると言える。

ASEAN10 カ国を
4 つの成長ステー
ジに分類

今後の考察を進めるにあたり、ASEAN 諸国を【図表 3】のポジションを踏まえ
4 つの成長ステージに分けたい。ASEAN 唯一の先進国（高所得国）であるシ
ンガポールをステージ 1、ICT を活用した産業の高度化を図り、中所得国から
の脱却を目指すタイ、マレーシアをステージ 2、ICT・経済とも相対的にまだ発
展途上にあるフィリピン、ベトナム、インドネシアをステージ 3、ステージ 3 よりも
更に経済、ICT ともに発展度が低いカンボジア、ミャンマー、ラオスをステージ
4 と整理する3。

Forbes 誌が毎年発表する世界の上場企業ランキングの TOP100（2017 年版）にも ASEAN 企業は 1 社も入っていない
https://www.forbes.com/global2000/list/#tab:overall
インターネットの普及率や携帯電話の普及率等による ICT access と、個人のインターネット利用率や、固定・モバイルのブロード
バンド普及率による ICT use、成人の IT リテラシーや、大学等の就学率による ICT skills の 3 項目で ICT の発展度を評価。
ブルネイについては経済規模も小さく、資源への依存度が高い国であるという特殊性も勘案し、分類の対象外とした。
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【図表 2】 ICT と経済発展度の比較（グローバル）
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（出所）ITU、WorldBank ホームページよりみずほ銀行産業調査部作成

【図表 3】 ICT と経済発展度（ASEAN）
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（出所）ITU、WorldBank ホームページよりみずほ銀行産業調査部作成

ASEAN5＋ベトナ
ムを対象国に選
定

ステージ 4 については相対的に経済・ICT の発展度が低く、また、国によって
は最新の ICT 政策が策定されていない状況も踏まえ、以降では、ASEAN5＋
ベトナムの 6 カ国（ステージ 1～3）を対象として、各国政策の概要・特徴等を
示す。

（２）対象 6 カ国の ICT／デジタル化政策の概要
6 カ国の ICT インフラの普及状況に関する定量データと ICT／デジタル化政
策の概要を見てみると前節で分けたステージ毎の特徴が大まかに見えてくる
（【図表 4】）。
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【図表 4】 各国の ICT インフラ状況と ICT／デジタル化政策の概要
ステージ2

ステージ１
シンガポール

マレーシア

タイ

定量データ
IT普及度ﾗﾝｷﾝｸﾞ
ITU調査（2016年）
スマホ普及率
モバイルBB普及率
固定BB普及率

20位
79%
96%
27%
Infocomm Media2025（2016-2025)

ICT政策の名称、期間

ICT政策の概要や
注力領域

66%
68%
10%
政策面
11th Malaysia Plan（2016～2020）
（Vision2020）
Multimedia Super Corridor(MSC)
（1996年）

82位
63%
96%
10%
「ICT2020」（2011～2020）

3つの戦略目標
2020年までに先進国入りを目指し、
①データと先進ICTの利活用
ICT産業の育成・集積化を進めてICT
②企業家精神を育てるICM分野のエコ の国際ハブを目指す
システム形成
③より充実した国民生活と社会の結び
つき

ICTがエンジンとなって、タイ国民を知
識と知恵に導き、タイ経済を持続可能
な成長に導き、タイ社会を公平な社会
に導く

なし

都市部の100％の家庭に対して、
100Mbpsのブロードバンドを、地方につ
いては50％の家庭に対して20Mbpsの
ブロードバンドを整備する
デジタルマレーシア（2012/7）
phase1:2012～2020

ブロードバンド普及率95%、ICT・デジタ
ル産業のGDP比率18%以上、ICT専門
家の人口比率3%、
人口の75%がICT知識を持つ
Thailand Digital Economy and Society
Development Plan (2016/4、2016～
2036)

①ICTサービス
②EC
③産業のIT化
④ICTtrade
⑤コンテンツ

ICT・デジタル技術を活用した産業の
高度化（特に農業、製造業、サービス
産業のSME）、デジタル産業の育成

ICT政策における
主要な数値目標
Smart Nation Initiative（2014/8）
デジタル化政策の概要
（名称、期間）

デジタル化政策
における注力分野

61位

①Transport
②Home & Environment
③Buisiness Productivity
④Health and enabled ageing
⑤Public sector services

ステージ3
ベトナム

フィリピン

インドネシア

定量データ
IT普及度ﾗﾝｷﾝｸﾞ
ITU調査（2016年）
スマホ普及率
モバイルBB普及率
固定BB普及率

ICT政策の名称、期間

ICT政策の概要や
注力領域

ICT政策における
主要な数値目標
デジタル化政策の概要
（名称、期間）

デジタル化政策
における注力分野

105位

107位

47%
43%
5%
政策面
「ICT早期強化プロジェクトに関する首 「フィリピンデジタル戦略（PDS）」
相決定」（2010～2020）
（2011-2016）

115位

31%
30%
8%

①IT人材育成
②IT・通信技術の研究強化
③BBインフラ整備
④国民のIT・通信活用促進
⑤政府・企業のIT活用促進
⑥ICT産業の育成

①電子政府
②インターネットインフラ整備
③ITリテラシーの向上
④IT/BPO産業の強化

国民のネット利用率70%以上、BB普及 e-participationスコア40.00以上、BB
率95％、ITUランキング55位以内、電 普及率80%以上、ITリテラシーの10%向
子政府ランキングで世界上位1/3
上、企業のネット利利用率90%以上、
BPOグローバルシェア9%以上
なし
なし

44%
43%
1%
Ｉ ndonesia Broadband Plan
(IBP)(2014-2019)
Palapa Ring Project (2006/11)
①電子政府
②教育
③医療・健康
④物流
⑤電子調達
固定BB71％（都市部）、モバイル
BB100％（都市部）
（2013年時点、固定Ｂ Ｂ 5％、モバイ
ル12％、政府公表数値）
なし

デジタル化政策は存在しないが、個別領
域（主力産業の農業等）では、ICT技術の
活用に向けた政府の取り組みが見られる

（出所）WCIS、ITU、World Bank、各国政府 HP よりみずほ銀行産業調査部作成
（注）定量データについては上記出所の数値を使用しており、各国政府の使用数値とは異なる
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①ステージ 1：シンガポール
より高度な通信
ネットワークの整
備や、ICT を活用
した戦略目標を
掲げる

ステージ 1 のシンガポールは、ASEAN 唯一の先進国として、ICT インフラに
ついては既に欧米諸国と同様もしくはそれ以上に整備されており、ICT 政策
の中に他の ASEAN 諸国が掲げているブロードバンドの数値目標等は既に示
されていない。代わりにインフラに関する項目としては、いつでもどこでも高速
インターネットにアクセスできる次世代通信ネットワークの構築等を掲げ、その
ような高度な ICT を活用した戦略の目標や、それを実現するために必要とな
るテクノロジーのロードマップ等も示されている。ICT 政策の内容を見ても、
「先進国らしさ」が感じられる。

②ステージ 2：マレーシア、タイ
マレーシア、タイ
はインフラ整備に
加え、次のステッ
プであるデジタル
化政策も掲げる

ステージ 2 のマレーシア、タイは、シンガポールに次いで ICT インフラの整備
が進んでいるものの、まだ ICT 政策の中にブロードバンドの普及率目標等も
掲げており、ICT インフラの整備余地が残っていることが窺われる。一方、イン
フラ整備の次を見据えたデジタル化政策も掲げ、ICT を活用した産業の高度
化により中所得国からの脱却を図ろうとする政府の課題意識が表れている。

③ステージ 3：フィリピン、ベトナム、インドネシア
通信インフラの整
備に加え、電子
政府の整備や IT
リテラシーの向上
等、初期的な目
標も多い

ステージ 3 のフィリピン、ベトナム、インドネシアは、ICT インフラが未成熟であ
ることから、ICT 政策でもブロードバンドの普及等のインフラ整備が中心に掲
げられており、ICT を活用したデジタル化政策はまだ策定されていない。この
ことからも、ステージ 3 の 3 カ国については、ステージ 2 と比べてもその発展
度の開きが大きいことが分かる。

ICT を活用したデ
ジタル化政策は、
各国の課題に合
わせた特徴が見
られる

ここまで見てきたように、一般的にインフラの整備が中心となる ICT 政策の中
身については、インターネット及びブロードバンドの普及や電子政府の整備等、
各国類似する部分も多い。一方、ICT を利活用して産業や社会サービスの高
度化を図ろうとするデジタル化政策については、ICT の発展度合いにより、国
毎に注力領域にも違いがある。

シンガポールとタ
イの 2 カ国を選定
して深掘りする

そこで以降では、デジタル化政策にフォーカスし、その中でも「域外企業の先
行的な知見や事例を活用し得る」、もしくは「域外企業にも参考となる取り組み
がある」という観点から、①先進国としての社会的課題（交通問題、高齢化社
会）を高度な ICT 技術で解決することを目指すシンガポール、②「中所得国の
罠」の回避を目指し、ICT を活用した産業の高度化を図るタイ（高齢化による
将来的な労働人口不足等の課題もあり）、の 2 カ国についてデジタル化政策
を踏まえた取り組みを深掘りし、そこから日本企業を含む域外企業にとっての
ビジネス機会を考察する。
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３． シンガポール ～デジタル化政策によってスマート国家を目指す～
（１）デジタル化政策を掲げる背景とその概要
シンガポールには既に欧米諸国並みに整備された高度な ICT インフラがあり、
政府はこれを活かしたデジタル化政策によって先進国として抱える社会的課
題を積極的に解決しようとしている。
シンガポールの
主要な課題は高
齢化社会と交通
問題と言える

シンガポールが抱える社会的課題の例として、高齢化問題と狭い国土に起因
する交通問題が挙げられる。シンガポールの出生率は日本を下回り、日本以
上のスピードで高齢化が進むと予想されており、高齢化への対応が重要な課
題となっている。また、交通問題については、東京 23 区と同規模という限られ
た国土であるがために、自動車の総量を制限しながら市民生活の利便性も高
めることが求められ、公共交通機関からタクシーまで全ての交通サービスで
様々な工夫が必要とされている。

デジタル化政策
では 5 つの重点
分野を挙げ、社
会課題解決を目
指す

このような課題に対し、シンガポールでは 2014 年にリーシェンロン首相がデジ
タル化政策（構想）として Smart Nation Initiative を発表している。このデジタル
化政策はデータや ICT を最大限に活用して、国として社会・経済を快適且つ
競争力のある「スマート国家」となることを目指すものである。政策の重点分野
と し て ① Transport （ mobility ） 、 ② Home & environment 、 ③ Public sector
services、④Health and enabled ageing、⑤Business productivity の 5 つの注力
領域を掲げ、様々なデータと ICT を活用したソリューションの創出に官民で取
り組み、よりよい社会の実現を目指している。また、デジタル化政策の中では
注力領域に対する具体的な取り組み事例も示されており、既に多くの実証実
験も行われている（【図表 5】）。

【図表 5】 デジタル化政策で示される注力領域における取り組み事例
注力領域

具体的なソリューション事例

Transport（mobility）

自動運転、データを活用した公共交通サービスの最適化

Home & environment

公団住宅等へのスマートハウス機能の導入

Public sector services

シームレスな政府サービスの提供

Health and enabled ageing

遠隔医療や、高齢者見守りサービス

Business productivity

柔軟な規制緩和やテストベッドの提供

（出所）Smart Nation Singapore ホームページよりみずほ銀行産業調査部作成
ICT 政策でもデジ
タル化政策を踏
ま え た 戦 略目 標
が示されている

4

ただし、Smart Nation Initiative は「国としてスマート国家を目指す」という大き
な枠組みを示したものである。その後に策定された 2025 年までの ICT 政策で
ある Infocomm Media2025 では、デジタル化政策を踏まえた具体的な戦略目
標（【図表 6】）や、スマート国家実現のために必要なテクノロジーのロードマッ
プ4等も示されている。

「Big Data & Analytics」「IoT」「Future Comms」「Cyber Security」「Cognitive Computing/Advanced Robotics」「Immersive Media」
の 6 つの技術について、2025 年までに取り組むステップが示されている。
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【図表 6】 ICT 政策における 3 つの戦略目標

①データと先進的な通
信及びコンピュータ技
術の利活用

① ネットワークアクセスを強化した高速且つ信頼性の高いインフラの整備
次世代通信網整備、データマーケットプレイスの創設等
② 主要産業の競争力強化のためのデータ利活用
 教育へのICT活用、サプライチェーンの可視化等データ利活用に関するアイデアを示す

②起業家精神を育成
するICM分野の
エコシステムの形成

① 人材育成
プログラミング言語、コンピュテーショナル・シンキング等、新たなスキルや知識を学ぶ教
育プログラムの提供等
② ベンチャー企業や有望な成長企業への支援
インキュベーションとアキュセラレータープログラム等の各種支援制度の整備等

③ICMを活用した人々
の繋がりの強化

① Smart Health Assist
ウェアラブルセンサーや、室内に内臓したセンサーで高齢者を遠隔で見守る仕組み等
② Smart Education
VRを活用した新しい教育等
③ Intelligent Transportation
交通データを活用した交通サービスの改善等
④ Smart Community Services
ボランティア等の地域貢献活動の促進

（出所）Ministry of Communications and Information, Infocomm Media2025 よりみずほ銀行産業調査部作成
（注）Infocomm Media2025 から、従来別々だった ICT 分野とメディア分野を統合し、ICM 分野としている
政府主導で国中
にカメラやセンサ
ーを設置し、当該
データを収集分
析するプラットフ
ォームを構築す
る

このデジタル化政策や ICT 政策を支える特徴的な取り組みが、政府が国中に
カメラやセンサーを設置し、そこから得られる様々なデータを収集・分析する
プラットフォームを構築しようとするものである。さらに将来的にはこのセンサー
データに加えて、官・民でリアルタイムデータを共有できる「データマーケット
プレイス」を創設し、様々なサービスに活かす構想も政府から示されている。こ
のようなセンサーネットワークによるデータの利活用は、市民サービスや産業
の高度化に繋げる狙いはもちろん、国全体のセーフティ（安全）の強化も企図
している。

シンガポールの
デジタル化政策
は 日 本 と比 べ て
も遜色ない

日本でも、経済産業省が、2017 年 5 月 30 日にわが国のデジタル化のビジョ
ンとなる「新産業構造ビジョン」を示し、戦略 4 分野として「移動する」、「生み出
す・手に入れる」、「健康を維持する・生涯活躍する」、「暮らす」を挙げている
（【図表 7】）。このビジョンが示す日本の注力領域をみても、シンガポールのデ
ジタル化政策におけるそれと類似しており、政策のステージとしては、シンガ
ポールは日本と比べても遜色ないレベルだと言える。
【図表 7】 新産業構造ビジョンで示された戦略 4 分野

戦略分野

解決を目指す課題・ニーズ

「移動する」

 運転手に起因する事故を半減
 移動困難を限りなく解消
等

（ヒトの移動、モノの移動）

「生み出す、手に入れる」
（スマートサプライチェーン等）

「健康を維持する・生涯活躍する」
（健康、医療、介護）

「暮らす」
（「新たな街」づくり、シェアリング、Fintech）

 労働生産性の向上
 温室効果ガス排出の削減

等

 平均寿命と健康寿命の差を縮小
 要介護者数の減少
等
 住民満足度・地域の活力向上
 災害に強く、治安のよい街

（出所）経済産業省「新産業構造ビジョン」よりみずほ銀行産業調査部作成
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（２）デジタル化政策を踏まえた取り組み
①具体的事例
実証実験がいく
つも進み、既に
サービスとして提
供されているもの
もある

前述のデジタル化政策の 5 つの注力領域において、ICT 政策で掲げた戦略
目標の実現に向け、既にいくつもの実証実験が行われており、実際に事業化
している取り組みもある。スマート国家の実現に向けたこれらの取り組みは、外
国企業にも公平に開かれている。こうした外国企業とも積極的に協業しようと
する政府の姿勢はシンガポールの強みの一つと言える。このようなシンガポー
ルのデジタル化政策に向けた積極的な取り組みに対して、日本の大手 IT 事
業者を含む域外企業もその環境をうまく活用し、実証実験を進めている。以下
にいくつか特徴的な取り組みを紹介する。

■交通課題への
対応：NEC による
政府系バス会社
との取り組みで
は、ビッグデータ
解析技術を活用
している

NEC は政府系バス会社 SMRT コーポレーション（以下、SMRT）向けにバスの
運行サービス向上のソリューションを提供している。これは各バスに搭載した
センサーと GPS から得られるデータを NEC が持つビッグデータ解析技術を用
いて分析することで、運転手毎の運転特性に合わせた運転指導や、コントロ
ールセンターからの適切な配車判断を可能にしている。シンガポールでは自
動車の総量を抑制するためにバスは重要な交通手段として位置づけられてい
る一方、運転手の運転技術やバスの配車管理については改善の余地があっ
たため、NEC の技術を活かし、SMRT 及び国としての交通課題に対するソリュ
ーションを提供した事例である。

■高齢化への対
応：富士通のセン
シング技術とビッ
グデータ解析技
術を活用し、高齢
者見守りサービ
スをサポート

富士通はシンガポールのウェルネス・ヘルスケア企業 ConnectedLife 社と連携
し、同社の高齢者見守りサービスに当社の IoT 技術を活用したソリューション
を提供している。ConnectedLife 社がシンガポールの公営住宅（HDB）向けに
提供している見守りサービスに、富士通が高機能センサーと独自のアルゴリズ
ムでセンサーデータから人の状態を分析する技術を提供することで、人の動
きや生活音、温度・湿度などのデータを活用して様々な異常の検知を可能に
している。本サービスは、シンガポールで 6 ヶ月間のトライアルを実施した後、
2017 年 4 月から実サービスとして提供が開始されている。富士通の IoT 技術
を活用した、同国の課題である高齢化問題に対するソリューション提供の事例
と言える。

■パブリックセー
フティの強化：
NEC のパブリック
セーフティの技術
を活用し、様々な
データが使える
シンガポールの
環境を活かした
取り組みである

さらにもう一つ、NEC によるパブリックセーフティに関する取り組みを挙げる。
同社は経済開発庁（EDB）と内務省（MHA）との共同で、シンガポールの人気
ショッピング街であるオーチャード通りにて、不審な人物の特定等に関する顔
認証技術やビデオ解析技術の実証実験を行った。また、別の実証実験では
地下鉄の駅にカメラや異臭センサーを設置し、AI の画像解析技術を活用し
危険を察知するテストを行っている。このような街中や駅の施設で画像データ
や様々なセンサーデータを収集する実証実験が行える背景には、シンガポー
ル政府がデータ利活用に積極的であることに加え、国としてセーフティを重視
し、政府がトップダウンで物事を進める政策遂行力の強さがあると言える。
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■米国企業の取
り組み： マイ クロ
ソフトやアクセン
チュアといった米
IT 大手もシンガ
ポー ル 政 府 と 連
携を強化している

日本企業以外に米 IT 大手各社もシンガポール政府や政府系企業と協業して
いる。2015 年 2 月、マイクロソフトは政府系研究機関である A*STAR と Smart
Nation Initiative の取り組みによって集められたデータを収集・活用するため
のアーキテクチャーの構築に関する MOU を締結し、様々なデータを活用した
実証実験を共同で進めていくと発表している。また、アクセンチュアは 2016 年
4 月に IoT の研究拠点をシンガポールに開設し、EDB や A*STAR 等と協業
して様々な実証実験等に取り組む方針を発表している。これらの取り組みから
もシンガポール政府が域外企業とも積極的に協業し、スマート国家を実現さ
せようとしている取り組み姿勢が窺える。

政策を踏まえた
実行力に ついて
も、シンガポール
は先進国並みも
しくはそれ以上と
言える

日本でも IoT 推進コンソーシアム5のワーキンググループ で、政府、金融機関、
ベンチャーキャピタルなど、官民が一体となって、①資金支援、②メンター（相
談者）の派遣、③規制改革・標準化に関する支援等を提供しており、支援の
対象とすべき先進的 IoT プロジェクトを発掘・表彰する選考会等も実施してい
る。このようなデジタル化政策を踏まえた具体的なアクションについても、シン
ガポールの取り組みは先進国並みもしくはそれ以上とも言える積極的なものと
評することができよう。

②シンガポールでの取り組みメリット
上記のような事例に加え現地での日本企業や A*STAR へのヒアリングを踏ま
えると、シンガポールでの取り組みには以下のようなメリットがあると考えられる。

5

政府の後押しに
よって様々なデ
ータが活用しや
すい環境が整う

まず一つ目に、政府及び政府系企業と連携して実証事業を行うことで、政府
からの後押しを受けて様々なデータが活用できる環境が整うことが挙げられる。
町中に設置したカメラの画像データや、コンベンションセンターでの人流デー
タ、タクシーの運行データ等、日本を含めデータの取り扱いにセンシティブな
国では集めにくいデータも幅広く且つ迅速に活用することができる。加えて、
政府が自国内のデータを活用する実験に対しても、外国企業にもオープンで
あることもメリットである。

シンガポールで
の実績は、他国
に展開する際に、
アピールになる

二つ目として、シンガポールでの政府及び政府系企業との協業実績が、他
ASEAN 諸国への展開に際して大きな PR 材料になると考えられる点を挙げる。
同国は ASEAN で唯一の先進国であり、ASEAN 他国からするとシンガポール
の導入実績は製品・サービスに対する信頼に繋がると考えられる。実際にシン
ガポールでのヒアリングでも、シンガポールでの取り組みが PR になるとの意見
が聞かれた。

ただし、横展開に
は工夫も必要

ただし、シンガポールと比べると、他 ASEAN 諸国はまだ発展途上であるがゆ
えに政府や政府系企業へのアプローチの難しさや政府予算の規模の違い等
もあり、ASEAN 他国への展開にはコストや運用面等で工夫が必要になるだろ
う。シンガポールでの先進的な取り組みの展開先については、ASEAN 他国
など新興国に拘らず、日本を含めた先進国へのアプローチを検討するのも有
効ではないだろうか。実際に前述の富士通と ConnectedLife 社との高齢者見
守りサービスでは、シンガポールの次の展開先としてオーストラリアと欧州が挙
げられている。

あらゆる産業におけるビジネスモデルの革新に向けて産官学の様々な主体が参画して創設したコンソーシアム。
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（３）域外企業及び日本政府に対するインプリケーション

6

シンガポールの
取り組みから、域
外企業や日本政
府もヒントが見出
せる

以上のとおり、シンガポールは国として抱える課題解決のため、デジタル化政
策によってスマート国家を目指し、その実現に向けて様々なデータや外国企
業のテクノロジーを積極的に活用しようとする明確な姿勢がある。このようなシ
ンガポールの取り組みから、日本企業を含む域外企業及び日本政府としても
今後の取り組みのヒントが見出せるのではないだろうか。

自国でデータ利
活用が難しい企
業は、同国の環
境を活かして、テ
ストベッドとして
活用

日本企業を含む域外企業の視点でみれば、このような政府の後押しによって
様々なデータを活用した実証実験や実サービスが行える環境は、特に、個人
情報等のデータの取り扱いに厳しい（もしくは難しい）欧州や日本の企業にと
って、自国ではできないことができるテストベッドとなるのではないだろうか。も
ちろん、シンガポールにおいても個人情報保護法によって、個人情報の利用
については日本同様に本人の同意が必要であり、第三国への移転の制限等
が定められている。しかし、現地での研究や事業の成果、アルゴリズム等の蓄
積した分析技術・ノウハウは、自国や第三国に展開可能であり、そのような環
境が整うシンガポールは魅力あるフィールドと言えるだろう。

日本企業にとっ
てはシンガポー
ルの活用メリット
は大きいだろう

日本では過去に通信分野の公的研究機関である情報通信研究機構（NICT）
がビル内にカメラを設置し、画像データを取得して災害対策のための人の流
れの分析を行おうとしたところ、市民団体からの反発で実験が中止になった事
例もある。民間企業がこのようなデータを活用するのはさらに難しく、この事例
からも日本企業にとってシンガポールの活用メリットは大きいと言える。

データ利活用に
抵抗が強い日本
では、反発される
恐れもある

あらゆる産業でイノベーションが重要な時代に、新しいテクノロジーやサービス
を日本に呼び込むためには、シンガポールのようなデータを活用した様々な
実証実験を積極的に進められる環境は、日本としても参考にすべきだろう。た
だし、前述の政府系機関の実験が中止になった例をみても、データの利活用
に比較的抵抗の強い日本で、単純に政府がトップダウンでカメラやセンサー
を設置し、そこから得られる画像データを利活用しようとしても国民から反発を
招く可能性が高い。また、シンガポールのような画像データ等も含めた積極的
なデータ利活用は、狭い国土、一党体制による統制、高い治安意識等、シン
ガポールの特別な環境があるがゆえに実現している部分はあり、シンガポー
ルと全く同じように国中のカメラやセンサーからデータを集めて活用するという
やり方は、日本を含め他国にとってはハードルが高いと思われる。しかしなが
ら、データ利活用による社会・サービスの高度化や、セキュリティ強化に資する
その効用を考えれば、自国に合わせた導入の方法を考えることが重要ではな
いだろうか。

2020 年東京五輪
に向けて、東京
にカメラやセンサ
ーを設置し、安全
な東京五輪を目
指す

日本においては、2020 年の東京五輪が鍵になると考える。東京五輪では多く
の海外からの訪日客が東京に集まるため、テロ等の標的とされることも懸念さ
れており6、加えて交通サービスも相当な混雑が予想される。そのような課題へ
の対策として、まずは五輪開催地区でシンガポールのようにカメラやセンサー
を街中に設置し、セキュリティを強化するとともに当該データを活用して交通
サービスの最適化にも繋げられることが考えられないだろうか。プライバシー
の侵害を懸念した反発も想定されるが、プライバシーに配慮した運用と、近年
のセキュリティの必要性の高まりを丁寧に説明し、「安全な東京五輪の実現」と
いう目的をしっかりと示せば、国民の理解も得られるのではないか（【図表 8】）。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/terro/taisaku_0506.html
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山手線でも東京
五輪を見据えて、
全車両に防犯カ
メラを設置予定で
あり、東急でも画
像データをアプリ
で配信している

実際、2017 年 6 月、JR 東日本が東京五輪を見据えて 2020 年までに山手線
の全車両に防犯カメラを設置すると発表した。この取り組みも、テロ等の犯罪
に対する危機意識の高まりが理由となっているが、導入にあたっては、映像の
閲覧者は一部に限定する等の乗客のプライバシーへの配慮も併せて説明さ
れている。また、東京急行電鉄の事例では、駅構内のカメラ画像を個人が特
定できないように加工し、その画像データを自社アプリにリアルタイムで配信し、
利用者に電車遅延等による駅の混雑状況を視覚的に伝えるサービスを行っ
ている。両事例のようにプライバシーに配慮した運用はもちろん、東急の事例
のようなセキュリティ目的以外でも利用者の利便性向上に資するサービスであ
れば、カメラ画像（データ）の活用も受け入れられやすいと言えるだろう。

カメラやセンサー
のデータを活用し
た交通サービス
の高度化

交通サービスへの活用では、例えばカメラやセンサーのデータから、人の混
雑状況をリアルタイムで把握・予測し、タクシーやバス等の機動的な配車に繋
げるようなサービスは、データ利活用の効用を実感しやすいだろう。オリンピッ
クに合わせてこのような取り組みが実現すれば、画像データ等の利活用の受
容性が日本でも高まり、五輪を契機に日本のデータ利活用がより進展すること
も期待できよう。
【図表 8】 域外企業、日本政府に対するインプリケーション

環境認識

 国中に設置したセンサーやカメラから集めたデータや、交通データ等、政府の後押
しによって様々なデータが活用できる
 政府が、センサーデータ等も含めて、データ利活用に関して域外企業にもオープン
であり、新しいテクノロジー等も積極的に取り入れる受容性あり
 ただし、狭い国土、統制された社会というシンガポールならではの特別な環境もあり

域外企業

取り組み
方向性

日本政府

 新しい技術やサービスのテストベッド
として活用
 特に、自国では個人情報などの取り
扱いが難しい欧州や日本等の企業
には格好のテストベッドに

 東京五輪に向け、センサーやカメラ
からのデータを活用した、セキュリ
ティの強化
 当該データを活用した、交通サービ
スの高度化

 ASEAN他国への横展開に加え、欧
米や日本への展開可能性も

 ただし、プライバシーに配慮した丁寧
な説明・運用は不可欠

（出所）みずほ銀行産業調査部作成

４． タイ ～デジタル化政策によって「中所得国の罠」の回避を指向～
（１）デジタル化政策を掲げる背景とその特徴
タイは労働集約
型の産業構造の
転換が急務

ASEAN におけるタイは、マレーシアと並ぶ上位中所得国に位置付けられる。
他方、近年タイの経済成長率は ASEAN で最低水準に落ち込んでおり、「中
所得国の罠」に陥るリスクが懸念されている。国内では、経済発展に伴う賃金
上昇に加えて、今後は少子化・高齢化による労働力人口の減少が予想される
一方、カンボジア、ラオス、ベトナム等の近隣 ASEAN 途上国が安価な労働力
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を梃子に投資地としての魅力を高めている。タイの経済発展を支えた労働集
約的な産業の優位性が失われつつある中、技術・知識集約型の産業構造へ
の転換が急務となっている。
国家発展の長期
ビジョン Thailand
4.0 を制定、2036
年の高所得国入
りを目指す

こうした中、2014 年に発足したプラユット政権は、産業の高度化やイノベーシ
ョ ン の創 出 を 通 じ た 持続 的な 経 済 成 長 と 国 際 競 争 力の 獲 得 に 向 け て 、
Thailand 4.0 という長期ビジョンを掲げている（【図表 9】）。タイは農業中心の時
代から段階的に発展し第 3 ステージ（Thailand 3.0）にあるが、国家の内外環
境を踏まえると第 4 ステージ（Thailand 4.0）に移行しなければならない、という
政府の認識が、そこでは示されている。もっとも、タイ政府はこれを即座に実現
できるとは考えていない。Thailand 4.0 は今後 20 年を想定した長期ビジョンで
あり、2036 年までに高所得国に移行することを最終目標としている。
【図表 9】 Thailand 4.0 のイメージ

Thailand
1.0

Thailand
2.0

Thailand
3.0

農業

軽工業

重工業

工業化以前の農業
を中心とした時代

安価な労働力を活用し
た軽工業を中心に発展
した時代

外資企業の投資を背景に
重工業で発展した時代

Thailand
4.0
既存産業の高度化・
新規産業の創出
ICT・デジタル技術を活用した
産業の構造転換、持続的な
経済発展

（出所）タイ政府資料よりみずほ銀行産業調査部作成
2016 年 4 月 に
Digital
Thailand
Plan を採択

Thailand 4.0 の理念を具体化した政策のひとつとして、2016 年 4 月に発表さ
れた Thailand Digital Economy and Society Development Plan（通称 Digital
Thailand Plan、以下、「本計画」）がある。2014 年の国民立法議会において、
プラユット首相が digital economy への移行の重要性を述べたことを契機とし
て、情報通信省（Ministry of Information and Communication Technology）と科
学技術省（Ministry of Science and Technology）が連携し、本計画の策定作業
が進められた。このプロセスの中心的役割を担った情報通信省は、本計画の
円滑な執行のために、2016 年 9 月にデジタル経済社会省（Ministry of Digital
Economy and Society）へと改組された。

政府の課題認識
は「中所得国の罠」
の回避

本計画では、まず現在のタイの課題が示されている（【図表 10】）。「中所得国
の罠」の回避に向けた成長産業・新規産業への投資やタイの GDP の約 4 割
を占めるとされる SME（中小企業）の競争力強化の必要性といった経済的課
題に加えて、国民生活を取り巻くあらゆる格差の解消、政府の透明性の向上
といったような社会的課題も挙げられている。これらはタイの国家経済社会発
展計画や他の産業政策にも共通する内容であり、タイ政府の普遍的な課題認
識と言える。
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【図表 10】 Digital Thailand Plan 策定の背景
所得、教育、健康、情
報アクセスに関する格
差の解消

「中所得国の罠」の
回避に向けたデジタル
産業を含む新規産業・
成長産業への投資

デジタル時代に向けた
人材育成
タイ政府の
課題認識

SME*を中心として、
農業、製造業、サービ
ス業を含む既存産業の
競争力強化

オープンデータの促進
による政府の透明性向
上と市民参加の拡大
AEC発足を受けた成長
機会の獲得

（出所）Ministry of Digital Economy and Society, Thailand Digital Economy and Society Development
Plan よりみずほ銀行産業調査部作成

本計画の政策的な内容は、①今後 10 年で目指す 4 つの目標（【図表 11】）、
②4 つのフェーズとビジョン（【図表 12】）、そして計画実現に向けた③6 つの戦
略（【図表 13】）に大別される。

【図表 11】 今後 10 年の目標
1. 産業競争力の強化

【図表 12】 4 つのフェーズとビジョン

2. 平等な社会の実現

• 産業のデジタル化によるタイ
経済の成長
• 国際競争力ランキングで15
位以内に到達する
• デジタル産業のGDP構成割
合を25%以上にする

• デジタル技術・サービスの活
用や情報アクセスの平等化
によるQOLの向上
• ブロードバンド普及率100%
• ITUのICT普及度ランキング
で40位以内に到達する

3. 人材育成

4. 政府のガバナンス強化

• 労働人口が国際的にも高い
水準のデジタル技術を活用
できるようになる
• 全国民がITリテラシーを獲
得する

• デジタル技術の活用による
行政サービスの向上、政府
運営の透明化・効率化
• 国連電子政府ランキングで
50位以内に到達する

（出所）Ministry of Digital Economy and Society, Thailand
Digital Economy and Society Development Plan より
みずほ銀行産業調査部作成
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Phase1
Digital Foundation

Phase2
Digital Thailand I:
Inclusion
Phase 3
Digital Thailand II:
Full Transformation
Phase 4
Global Digital
Leadership

1年半後

5年後

• Phase 2以降に向けた基盤整備
を行う

• 「包括的成長」にフォーカス
• 全国民が平等にテクノロジーを
活用できるようになる

10年後

• デジタル技術・サービスやイノ
ベーションがタイの経済社会に
浸透
• 4つの目標（【図表11】）を達成

20年後

• 高所得国へと成長し、先進国に
キャッチアップ
• デジタル技術の活用によりタイ
の成長が持続していく

（出所）Ministry of Digital Economy and Society, Thailand
Digital Economy and Society Development Plan より
みずほ銀行産業調査部作成
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①今後 10 年での達成を目指す 4 つの目標
ICT・デジタル技術
の活用による産業
高度化、デジタル
産業の育成等を目
標に掲げる

本計画は、Thailand 4.0 と同様に今後 20 年を見据えたものであるが、現在公
表されている具体的な目標は、今後 10 年（2026 年）をメルクマールとしている
（【図表 11】）。産業競争力強化の観点では、ICT・デジタル技術の活用により
全ての産業を高度化し、世界経済フォーラムの国際競争力ランキングで 15 位
以内7を目指すというものに加えて、デジタル産業8の GDP 構成比率を 25%に
するという野心的な目標も掲げている。特に後者は、既にデジタル産業の集
積があるわけではなく、「クラスター政策」9や「10 のターゲット産業」10を通じて
今後育成していく産業であることから、政府の強力な政策展開なくして実現は
難しいだろう。

②4 つのフェーズとビジョン
各フェーズでの具
体的アクションプラ
ンは明らかでない

本計画は 20 年の設定期間を 4 つのフェーズに分けて、それぞれのビジョン
（そのフェーズの終了時点において目指す姿）を示している（【図表 12】）。現
状、フェーズ 1 の取り組み事項として、ブロードバンドの整備、SME の EC 活
用の推進、プーケット、チェンマイのスマートシティプロジェクト等が挙げられて
いる。しかし各フェーズに対応する取り組み指針や目標値、フェーズ 2 以降の
プロジェクト等は明らかでない。

③6 つの戦略
産業強化の観点で
は、特に農業、製
造業、サービス業
の SME 強化を指
向

本計画の実現に向けた戦略として、6 つの項目が示されている（【図表 13】）。
インフラの整備、専門人材の育成、国民の IT リテラシーの向上といった基礎
的な内容に加えて、産業強化の観点では、特に農業、製造業、サービス業の
SME を ICT・デジタル技術の活用により高度化するとしている。SME 振興は
かねてよりタイの重要課題であるが、本政策においても改めてその認識が示さ
れた。これら 6 つの戦略の優先順位については現状明らかでないことから、今
後の整理が待たれる。

2016 年は 34 位。
現政権下では、「クラスター政策」、「10 のターゲット産業」等、労働集約型から技術・知識集約型への構造転換を図る産業政策
が推進されており、「デジタル産業」はその対象業種。ソフトウェア、クラウドサービス、データセンター、ソフトウェア･パーク、ムー
ビー･タウン、タイ映画の制作・映画制作事業向けサービスがこれに含まれる。
9
2015 年 9 月に発効した産業育成政策。対象業種及び対象地域が明確に指定されており、投資に際して税制面・非税制面の
恩典を受けることができる。一例として、デジタル産業はプーケット県、チェンマイ県が指定されている。
10
2015 年 11 月に閣議決定された産業育成政策。タイの成長を牽引する産業として、「既存産業の高度化」及び「新規産業の創
出」の観点で、それぞれ 5 業種ずつ、計 10 業種が指定されている。対象産業への投資については、新設された「国家競争力
強化委員会」の下、通常の BOI の優遇措置を超える優遇策が検討される。また同委員会は、国家競争力強化基金（総額 100
億バーツ、約 300 億円）を運営し、ターゲット産業の育成を支援する。
7
8
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【図表 13】 6 つの戦略
高度なデジタルインフラの全国展開

デジタル技術の活用による経済活性化

• 全ての地域でブロードバンド（BB）を普及させ、一人当た
りGNPの2%以内に留まる価格で提供
• タイをASEANのコネクティビティ・ハブにする
• デジタルインフラ政策を策定する
• 国営企業を再編する

• デジタル技術の活用を促進し、産業競争力を向上させる
（特に、農業、製造業、サービス業のSME）
• 農家や地方企業に経済機会を提供
• スタートアップの創出・育成
• デジタル産業および関連セクターの育成

デジタル技術の活用による平等な社会の実現

デジタル政府への移行

• 国民のIT・メディアリテラシーを向上させ、誰もが平等にデ
ジタル技術を活用できるようにする
• デジタル技術の活用促進により、教育、医療・ヘルスケア、
公共サービスへのアクセスを向上させる

• オープンデータの推進によりガバナンスを向上させ、市民
参加を促進する
• 政府のインフラやデータを統合したプラットフォームの構
築や新たなサービスの提供により、行政サービスの利便
性・正確性・スピードを向上させる

デジタル時代に向けた人材開発

デジタル技術の利用に対する信頼構築

• 全産業の人材のデジタルスキルを向上させる
• デジタル時代に求められるテクノロジーのスペシャリスト
を質・量ともに十分な水準に育成する
• CEOのデジタル・リーダーシップを向上させる
• 新たな雇用を20,000件創出する

• デジタル関連の法整備やデータの標準化を進め、ビジネ
スの円滑化を図る
• オンライン・トランザクションに対する国民の信頼を醸成す
る

（出所）Ministry of Digital Economy and Society, Thailand Digital Economy and Society Development Plan より
みずほ銀行産業調査部作成
現状は“ビジョン”
の色合いが濃く、
今後の具体化に
向けて海外政
府・企業からの提
案・投資に期待
が集まる

このように ICT 技術を用いた産業高度化を目指すタイの政策は、先進国を中
心に拡がる産業のデジタル化の潮流にも通ずる先進的な内容である。しかし
現時点では、本計画の実現に向けて今後どのような施策が展開されるのか、
進捗管理や成果検証をどのように行うのかといった点について明らかな内容
は少なく、未だ“ビジョン”の色合いが濃いと言えよう。また既に施行中のクラス
ター政策や 10 のターゲット産業等、本計画の実現にも影響すると考えられる
他の政策との連携についても、今後体系的に示していく必要があると考えら
れる。こうした課題に対して、2017 年 5 月に行った本計画を所管するデジタル
経済社会省へのヒアリングで、順次取り組みを具体化させようとの意向が確認
できた。また今後の施策の制定・実行に際して、国内の有識者や民間企業と
の対話に加えて、日本をはじめとする海外の政府・企業による積極的な提案・
投資を歓迎する姿勢が見受けられ、既に具体化しつつあるプロジェクトの一
例として、次に述べる「東部経済回廊（Eastern Economic Corridor、以下 EEC）」
が提示された。タイ政府は、当面 EEC を核としたタイ産業の高度化を企図して
おり、その実現に向けて外国政府・企業からの投資に高い期待を寄せている
ことがわかった。

（２）デジタル化政策を踏まえた取り組み
①タイ政府の取り組み
タイの産業構造
転換のカギを握
る国家的プロジェ
クト「EEC」が始動

2016 年 6 月、タイ政府はバンコクの東に位置するチョンブリー県、チャチュン
サオ県、ラヨーン県の 3 県を対象とする EEC 開発計画を発表した。同地域は、
早くから自動車関連を中心とした外資企業が多数進出しており、タイの工業
生産の約 4 分の 1 を占める ASEAN 屈指の工業地帯である。EEC は、この地
域の工業化の水準を更に高めつつ、デジタル産業を含む 10 のターゲット産
業を集積させ、タイの経済成長を牽引することを目標に据えている。目下、タ
イ政府は内外企業の EEC への誘致を強力に推進しており、投資企業には最
高水準の優遇措置が与えられる（【図表 14】）。加えて、空港、港湾、鉄道等の
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大規模なインフラ整備も同時に進めており、ターゲット産業の育成、観光促進
等と合わせて今後 5 年間で 1 兆 5,000 億バーツ（約 4 兆 5,000 億円）が投じ
られる計画である。
【図表 14】 EEC への投資恩典
ターゲット産業に関する
国家競争力強化委員会

タイ投資委員会（BOI）
対象

優遇内容

その他

EECに立地する企業

委員会で認定された企業

・8年間の法人税免除、その後後5年間の50%減税 対象プロジェクトに対して
・経営者、投資家、専門人材に対する個人所得税を ・最長15年間法人税免除
17%に減税
・国家競争力強化基金からの補助金
・R&D、人材育成等に対する特別恩典（別途検討）
現在審議中（2017年6月現在）のEEC法にて、EECに
限定適用される税制面・非税制面の恩典等が制定
される見通し

（出所）デジタル経済社会省ヒアリング、タイ投資委員会（BOI）ヒアリングほか各種公表資料より
みずほ銀行産業調査部作成
デジタル産業の
集積を目指して
EEC 内で Digital
Park Thailand の
開発が進行中

EEC と本計画の接点として、Digital Park Thailand が挙げられる。これはデジ
タル産業の集積を目指してチョンブリー県シラチャにおいて進行中の地域開
発プロジェクトであり、2021 年の完成を目指して今後順次建設が進められる。
具体的には、100 万㎡超の広大な土地に、ビジネスエリア（60%）、教育エリア
（25%）、居住エリア（15%）を建設し、国内外の IT 企業、スタートアップ、研究
機関等を誘致する方針である。目下、政府は各国でロードショーを開催して
おり、早ければ 2018 年中にもテナント企業の入居を予定している。ビジネスエ
リアには、既設の国営 CAT Telecom の人工衛星通信基地、海底ケーブル・ス
テーション、データセンター等があり、タイ随一の充実した ICT インフラがこの
プロジェクトの目玉である。このような環境下で、IoT や AI といった最先端のテ
クノロジーの研究と産業（特に 10 のターゲット産業）への応用を促進し、タイを
AEC のデジタル・イノベーション・ハブにするとのビジョンが掲げられている。
前述のデジタル経済社会省へのヒアリングにおいても Digital Park Thailand へ
の期待は高く、EEC に適用される最高水準の優遇措置を梃子に内外の企業
を誘致し、同地にタイのイノベーション・エコシステムを創出したいとの強い意
向が確認された。今後 Digital Park Thailand を起点に産業のデジタル化の取
り組みが徐々に生まれる可能性が想定され、本プロジェクトの動向は注視す
べきだろう。

②他国政府や域外企業の取り組み
EEC のインフラ開
発では中国の存
在感が大きい

11

タイにとって日本は長年最大の投資国であるが、近年、中国も投資規模を拡
大している。特に、タイ政府が最優先に掲げる EEC 開発では、チャイナマネ
ーの存在感が高まっている。バンコクからラオス経由で中国の雲南省へ続く
高速鉄道計画等、中国との連結インフラ協力はこれまでにも行われてきたが、
2017 年 5 月には、EEC のインフラ開発についての協力覚書が交わされた11。
覚書の内容は、バンコクと EEC のラヨーン県を繋ぐ高速鉄道の建設、レムチャ
バン港、ウタパオ空港の整備、ごみ処理施設の建設等に関して、中国企業に
よる投資を促すものである。タイ政府も、EEC の陸上、海上の輸送路を中国の

EEC 事務局と香港貿易発展局が覚書を締結。同事務局にとって、海外機関との覚書の締結は初めて。
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「一帯一路」構想と連結させることを強く望んでおり、これが実現すれば、
ASEAN 屈指の工業地帯である EEC を中心に中国の存在感が更に高まる可
能性が想定される。
SME 向けの EC
に関して、アリバ
バとタイ政府が
MOU 締結

また中国はインフラ等のハード面だけでなく、ソフト面においても存在感を増し
ている。中国の EC 最大手アリババは、タイの農家や SME 向けに EC による
農産物の輸出支援や電子決済等の金融サービスといった地方経済底上げに
つながる事業プラットフォームの提供に関して、タイ政府と協定を結んでいる。

Industrie 4.0 の普
及に向けてドイツ
とタイの連携が
進む

中長期的な産業のデジタル化の観点では、ドイツが国家的イニシアティブの
Industrie 4.0 の普及について、タイと政府レベルでの協力関係を強化しつつ
ある。2017 年 5 月には、ドイツ大使館、タイ工業省、科学技術省及びタイ工業
連盟が Industrie 4.0 の概要とタイでの活用可能性、普及にあたっての課題等
を議論するセミナーを共催した。今後、更なる理解促進に向けて政府レベル
でのワーキンググループが設置されるほか、ドイツによるタイの SME 向けの支
援等で合意がなされた。
域外の政府・企業は、産業構造転換を図るタイにおける新たな市場の勃興を
見据えて、政府レベルでの関係構築を皮切りに、既に市場の啓蒙・開拓から
積極的に取り組みを始めていることが分かる。

（３）日本政府や域外企業の戦略方向性
デジタル化の黎
明期の今こそチ
ャンス。積極的な
提案・投資によっ
て自国・自社優
位の政策に導け
る可能性あり

既述のとおり、本計画の策定によって政府方針の大綱は示されたものの、個
別の方策は今後具体化する見込みであり、産業の構造転換に向けたタイの
取り組みは、まだ緒に就いたばかりと言えよう。タイは従来から外資の活用に
積極的であるが、デジタル化計画に関する政府機関、民間企業へのヒアリン
グにおいても、やはり海外の政府・企業による積極的な提案・投資への期待が
確認できた。デジタル化の黎明期にあるタイにおいて、先んじてタイ側にメリッ
トがある提案・投資が実行できれば、政府からの支援を含む連携余地が拡が
り、市場拡大期の競争優位に繋がる可能性がある。

①日本政府に求められる役割
日本政府は、
EEC 開発の協力
を中心とする覚
書を締結

中国、ドイツ等がタイへの支援を表明している中、日本政府も自国の特徴を活
かしたサポートを通じて、日本企業の商機に繋がる環境づくりが求められる。
この点、日本政府は、2017 年 6 月の第 3 回日タイ・ハイレベル合同委員会に
おいて、EEC 開発を議論の中心として、タイの産業高度化に向けた協力に関
する覚書を締結した。具体的には、経済産業省は、タイ工業省に対して、日
本産業界の声を伝えるための日タイ対話の実施、インフラを含めた EEC に係
る情報共有等の協力を表明し、総務省は、デジタル経済社会省との間で、サ
イバーセキュリティ、気象分野等における IT 技術の促進、郵便分野等の協力
の推進について合意した。個別施策の具体化はまさにこれからの段階である
が、日本政府は、こうしたトップレベルの連携を緊密に行い、タイ側のニーズを
積極的に引き出し、日本企業への情報還元と投資の後押しを行うべきと考え
る。
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製造業、農業の
SME 強化は日タ
イ 共 通の 課 題で
あり、日本の先
行知見を活用す
べき

今後の産業分野における協力の一案として、デジタル化計画の注力領域
である製造分野、農業分野における SME の強化に日本の先行的な知見が活
用できるのではないか。経済産業省が中心となって取り纏めた「新産業構造ビ
ジョン」にも掲げられているとおり、第 4 次産業革命の中小企業、地域経済へ
の波及は日本の重要な取り組み項目である。日タイ共通のこの問題意識のも
と、日本の中小ものづくり企業や農家における IoT・AI 等のテクノロジーの活
用事例、政府によるヒト・モノ・カネの支援策等の紹介を手始めに、日本が有
する先進的な技術やサービスの優位性を発信すべきである。例えば、日本で
は、中小ものづくり企業でも導入しやすい低コストな IoT ツールを募集・審査
の上、公表している。こうしたツールの導入効果を実際の活用事例と共にタイ
側に紹介することで、日本企業の商機に繋がる土壌が形成されるのではない
か。

タイへの協力は、
他の ASEAN 途上
国にも横展開で
きる可能性

以上のような政府レベルの連携を通じたタイ産業への貢献は、今後「中所得
国の罠」が懸念される他の ASEAN 途上国に対するモデルケースとして、各国
固有の課題に当てはめた横展開も考えられることから、日本にとっての取り組
み意義は大きいと言えよう。

②域外企業の取り組み方向性
まずは政府の課
題認識が明らか
な分野から、自
発的な情報収集
と提案を進める
必要

タイでのビジネス強化を標榜する域外企業は、タイ政府の外資活用への期待
を理解した上で、当局に積極的にアプローチし、自社のビジネスに有用な情
報収集や提案活動を行うべきと考える。その上で、デジタル化の進展によって
勃興する新たな市場に関して、市場調査、現地パートナーの選定、マーケテ
ィング活動、現地ユーザーとの実証実験等の先行投資を戦略的に進める必
要があるだろう。その際、優先的に取り組むべきは、より具体的なニーズが引
き出しやすいと想定される製造業及び農業の SME の高度化に資する投資と
考える。製造業は、「クラスター政策」、「10 のターゲット産業」等の産業振興政
策の対象業種にも指定され、現地の産業集積が厚い自動車、電機・電子等を
優先検討すべきだろう。

製造業の高度化
は日本企業にも
チャンス、市場獲
得に向け戦略的
に取り組むべき

特に、日本企業においては、タイの基幹産業である製造業向けに、IT を活用
した生産効率化、品質向上等のソリューションの導入が考えられる。将来的な
生産年齢人口の減少等の環境変化を展望すると、ファクトリーオートメーショ
ン（FA）の段階的な導入も想定される。タイ工業連盟等の現地有識者へのヒア
リングを踏まえると、IT 活用の需要や FA 導入への関心も想定される一方で、
現地 SME による日本企業の製品・サービスの導入については、コスト面や運
用面での課題があるのが実態である。これについては、SME 向けの導入コス
ト低減等と合わせて、当局の優遇制度等をマーケティングに有効活用するの
が一案である。後者の一例として、BOI では、生産効率化に資する製品を導
入する企業に対する税優遇措置等を定めており、FA ソリューションの提案時
にこのようなメリットを訴求することも有効であろう。他方、将来的な市場獲得に
向けた地道な取り組みも求められる。一例として、CAD ソフトウェア大手の米
Autodesk は、SME におけるデジタル・マニュファクチャリングの推進や技術者
の育成支援に関してタイ政府と合意した。これは短期的な収益効果を求めず
に、中長期的な自社製品・サービスのユーザーベースの獲得に向けた取り組
みと言えよう。
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農業向けには、
産学連携、実証
実験等を通じた
地道な取り組み
によるノウハウの
積み上げが必要

また、農業も製造業と並んで政府のデジタル化計画でフォーカスしている分
野である。農家の高齢化が進み生産効率化が求められるほか、大局的には、
全人口の約 4 割を占める農業（一次産業）従事者をより付加価値の高い二次
産業、三次産業へとシフトさせる必要もある。斯かる中、農業分野での ICT・デ
ジタル技術の活用に関して先行的な知見と導入実績を有する日本の農機メ
ーカーや IT 企業にチャンスがあると考えられるが、農家の IT リテラシーやイ
ンターネットの整備状況等、タイ固有の事情に合わせた工夫の必要性が想定
されるため、短期的には、産学連携や実証実験等を通じた現地展開ノウハウ
の積み上げが有効と考える。

日タイ政府の覚書
は日本企業の追
い風に

上記に加え、日本企業においては、今回の日タイ政府間の協力覚書締結は
追い風となるはずである。日本企業はこの環境を活かし、従来以上に日本政
府と連携してタイへのアプローチを強化すべきだろう（【図表 15】）。
【図表 15】 域外企業、日本政府の取り組み方向性

環境認識

 デジタル化計画が発表されたが、施策の具体化はこれから
 タイ政府は従来から外資の活用に積極的であり、本計画に関しても海外政府・企業からの提
案・投資を期待
 中国、ドイツ等が政府レベルのアプローチを先行的に始めている
 日本政府も、タイ政府との間で産業高度化に向けた協力覚書を締結
⇒ タイの課題解決に資する提案を通じて、自国・自社に有利な政策に導ける可能性

取り組み
方向性

域外企業

日本政府

 積極的な当局アプローチによる情報収集・
提案活動
 優先分野は、より具体的なニーズが想
定される製造業、農業のSMEの高度
化
 人材教育、市場啓蒙等による将来のユー
ザーベースの獲得
 産学連携、実証実験等による現地展開ノ
ウハウの積み上げ

 タイ政府との協力覚書を踏まえて、タイ側
のニーズを引き出し、民間企業に還元
 日本の特徴を活かした日系企業の商機に
繋がる土壌づくり
 ICTを活用した製造業、農業分野の
SME振興は日泰共通の課題
 上記分野でのIoT・AI等の活用事例、
政府によるヒト・モノ・カネの支援策等
の紹介のほか、日本企業が有する先
進的な技術・サービスの優位性を発信

（出所）みずほ銀行産業調査部作成

５． まとめ
シンガポールとタ
イでもデジタル化
の取り組みに大
きな違い

本論では、ASEAN 各国を 4 つのステージに区分し、上位 2 つのステージに
属するシンガポールとタイの ICT／デジタル化政策について深掘りした結果、
上位ステージの中でも、その政策の成熟度や政府の執行力に大きな開きがあ
ることが分かった。ここまでの考察をもとに、最後にまとめとして、各ステージに
対応した日本企業の取り組み方向性を述べたい。
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【ステージ 1】
シンガポールは
テストベッドと、
ASEAN 他国に向
けたショーケース
に

ステージ 1 のシンガポールは、デジタル化政策において既に自国の課題を踏
まえた構想を明確に示し、ICT 政策と連携させながら具体的な取り組みを進
めている。その内容や政策執行力は日本と比べても見劣りせず、寧ろ先進国
にも参考となる取り組みさえ見られる。このような先進性から、ASEAN 他国（特
にステージ 2 の国）はシンガポールを身近な「お手本」としてみており、日本企
業にとってはテストベッドとしてだけでなく、ASEAN 他国に向けたショーケース
として活用することもできるだろう。

【ステージ 2】
デジタル化政策
の具体化はこれ
からだが、ビジネ
ス機会は大

ステージ 2 のタイは、デジタル化政策が発表されたものの、中身の具体化は
「これから」である。それだけに、日本企業の参入機会が多分に残されている
と言え、民間企業としての「ビジネス」の観点ではステージ 2 が今後の主戦場
となろう。デジタル化の進展により勃興する新たな市場機会を取り込むために、
日本企業は、各国の政策で掲げられた優先分野をはじめとして、積極的に投
資を進めるべきではないだろうか。

【ステージ 3】
インフラ整備の段
階だが、デジタル
化を睨んだアプ
ローチも必要

ステージ 3 の各国は、まだデジタル化の前提となる ICT インフラの整備を進め
る段階にあり、日本企業としてはまずは足下のインフラの整備に伴うビジネス
を捕捉していくことが考えられよう。ただし、タイが経済発展のドライバーとして
デジタル化政策を掲げたように、ステージ 3 の国においても、産業や社会の高
度化を目指してデジタル化に取り組む時が程なく到来するはずである。こうし
た中、日本企業としてはデジタル化政策の立案段階から官民一体となって支
援し、将来のデジタル化に伴うビジネス獲得への布石を打っておくべきだろう。

【ステージ 4】
ICT 政策の立案
サポート等、「種
まき」から始める
ことも必要

ステージ 4 については、相対的に経済・ICT の発展度が低く、ICT 政策が継
続的に策定されていない国も存在することから、デジタル化の萌芽には暫く時
間がかかると想定される。しかしながら、韓国政府はミャンマーの今後のステ
ージの進展を見据え、同国に対して KOICA12を通じて「ICT マスタープラン
2011」の策定から支援している。このような他国の動きを踏まえると、日本も官
民の連携を強化し、ICT 政策の策定サポート等、将来のデジタル化を見据え
た「種まき」を早期に始めることも求められよう。
ASEAN では総じて、政府が主導して自国の産業を牽引していることから、域
外企業においては、現地政府や政府系企業への提案、接点強化といった取
り組みが不可欠となる。ステージ毎に異なる特徴を掴んだ上、ASEAN 全体の
発展を長期的な視点で捉え、官民で連携した戦略的な取り組みが求められる。

みずほ銀行産業調査部
テレコム・メディア・テクノロジーチーム 澤田 洋一
高野 結衣
youichi.sawada@mizuho-bk.co.jp

12

Korea International Cooperation Agency の略称。日本の JICA にあたる政府系機関。
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