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2015 年 5 月 20 日 
 
 

「情報・エレクトロニクス国際戦略研究会」報告書 
 
 
はじめに 
 

近年の ICT(情報通信技術)産業を中心とする情報・エレクトロニクス分野では、米国企

業の主導する旺盛な新規参入や中国、韓国、台湾企業等の著しい台頭に比し、我が国

企業の競争力の低下、産業の衰退は目に余るものがある。 
この分野は、産業はもとより行政、医療、教育等すべての社会経済活動に不可欠な社

会インフラの基礎をなすものであり、資源エネルギーに乏しいうえ、近年人口が減りつつあ

る日本にとってその強化は喫緊の課題である。 
さらに社会経済活動のグローバル化が進展するに伴い、この分野は国際インフラ形成

の基礎部分にもなりつつあり、特にアジアは世界の成長センターとして発展が著しく、アジ

アに貢献するとともに、アジアにおけるこの分野での成長の果実を如何にして取り込んで

いくかが問われている。この分野での我が国の弱体化や立ち遅れを放置することは、国際

社会の中で我が国が落後していくことにもつながる。 
また、国境を越えて自由に情報が飛び交うネット空間には、各国共通のルールはない。

自由な情報流通の利便性を確保しながら他方、情報利用の安全性(情報セキュリティ)、プ
ライバシーや個人情報の保護にも配慮した国際ルールを構築すべき時期に来ていると思

われる。 
以上の問題意識の下に、情報・エレクトロニクス分野において我が国産業の国際競争

力を強化し世界をリードできる国際戦略を検討し、具体的方策を提言するため、2014年7
月14日、(一社)世界貿易センター内に「情報・エレクトロニクス国際戦略研究会」を立ち上

げ(研究会開催要項及び研究会構成員は、別紙 1 参照)、以来７回にわたり研究会を開催

した。(開催経過は、別紙 2 参照) 
本報告書は、この研究会の討議結果を取りまとめたものである。 

 
 
1. 我が国の情報・エレクトロニクス産業の現状認識 
 

日本は、1980 年代には世界中で「ものづくり大国」として高い評価を受け、独自の技術

に基づく日本製品が世界市場を席巻していた。情報・エレクトロニクス分野でも日本企業

の活躍は目覚ましく、当時の日本企業には「技術力」と「価格」に裏打ちされた「自信」と

「輝き」があった。 
しかし、インターネットに象徴されるデジタル化への対応やグローバル戦略が求められ

るようになると、敗退を続け、情報・エレクトロニクス分野の世界市場では、一部の機器や

部品を除き、日本企業は惨憺たる状況に陥っている。その復活の兆しさえ見えない状態

である。 
例えば、半導体では、1986 年に約 50%だった日本の販売額シェアは、2014 年には約

12%まで低下している(図 1)。その一方で、韓国や台湾を含むアジア太平洋諸国は、日本、

米州、欧州のシェアを奪い大幅にシェアを伸ばしている。近年では、半導体製造装置売

上高ランキングに入る日本企業数も減少しており、半導体分野における日本企業の影は
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薄くなってしまった。 
 

図 1 半導体販売額シェアの推移(1986～2014 年) 

 
出典: WSTS(World Semiconductor Trade Statistics)「Historical Billing Report」より作成 

 
テレビについては、全世界のテレビの生産台数に占める日本企業のシェアは、1997 年

に約 45%(1998 年は約 47%)であったが、2014 年には約 11%まで低下している(図 2)。
その間、日本企業は、競争力の低下等を背景に、ブラウン管テレビとプラズマテレビの生

産を終了している。 
 

また、携帯電話では、薄型・高画質・高機能の日本独自技術にこだわったため、ガラパ

ゴス化し、世界市場で急速にシェアを失った。その背景として、通信端末メーカーが端末

の開発から販売に至るまで、通信キャリアに安易に依存し、独自の世界戦略に基づく経営

努力をしてこなかったこと、国内市場で 10 社以上が乱立して過当競争の中で体力を消耗

したことなどがある。 
その後のスマートフォンの急成長に対しても見通しを誤り、全く対応できていない状況

にある。その結果、世界に占める日本の販売台数シェアが 1997 年には約 34%だったが

2014 年には約 2%まで低落した。 
 

図 2 日本企業のテレビ(ブラウン管テレビ、プラズマテレビ、液晶テレビ)と携帯電話(全方式、

スマートフォン含む)の生産台数シェアの推移(1997～2014 年) 

 
※日本企業、外国企業ともに生産台数に海外工場での生産分を含めシェアを算出した。 
出典: 富士キメラ総研「ワールドワイドエレクトロニクス市場総調査(1998 年版～2015 年版)」より作成 

 
このような状況の中、米国企業では、アップル、グーグル、フェイスブック等新たな企業

がネット上でプラットフォーム戦略を展開し世界市場を席捲している。また、韓国企業では
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サムソン電子等、中国企業では華為技術(ファーウェイ)等が、かつて日本企業が得意であ

った各分野において、益々世界における存在感を増している。 
このように我が国情報・エレクトロニクス産業の主要製品が、世界市場で大きくシェアを

失うばかりでなくテレビや携帯端末の事業部門では、事業からの撤退も始まっている。さら

にこれに代わる新たな有望な製品やサービスが生まれていなことが事態を深刻にしてい

る。 
 
 
2. 問題点の分析 
 

(1) 危機意識の欠如 
このような我が国の衰退、凋落は、国内におけるバブル経済崩壊後の内向き志

向の深まりに対し、米国企業の旺盛な新規参入や中国、韓国企業などの急速な台

頭により起きている。政府においては国際競争力強化に関する様々な提言がなさ

れ、様々な施策を講じてきているが、なんらその効果が見えない。それは我が国全

体において、過去、現状を冷静かつ客観的に見つめ直し、情報・エレクトロニクス産

業の凋落が我が国の発展に致命的なダメージを及ぼすという危機意識が欠如して

いるからだと考える。漫然と総花的な対策を打ったぐらいではとても回復はしない。

しかし、日本は「崖っぷち」にあるとの危機意識を共有できれば、日本人は他の国に

はない行動力と実践力を発揮することができるだろう。 
現状は、我が国の技術はまだ他の国、海外の企業より優れているのではないかと

いう甘い見通しが国や企業経営者の心の何処かにあるのではないか。ICT 分野の

技術は、5 年 10 年単位で激変している。かつて携帯電話で世界を席巻したモトロ

ーラーでさえ今や存在しないことを肝に銘ずべきである。 
 

(2) 長期戦略目標の欠如 
上記の真の危機意識を共有しても、我が国が進むべき「国家目標」を共有できな

ければ、国力の結集はできない。短期的な企業利益の追求や政権維持のための

人気取り的な目標ではなく、技術進歩とそれに伴う業態構造の変化の長期的展望

に立った長期戦略目標があって初めて国力を集中できる。 
しかしながら情報・エレクトロクス分野においては、国民全体が共有できるような

長期戦略目標が策定されていないのが現状である。 
 

(3) 従来の慣習、ものの考え方に固執 
かつては繊細で感受性が豊かな日本人が日本国内で成功モデルが構築できれ

ば、必ず世界を席巻できる時代があった。しかし、今では技術進歩により新興勢力

が容易に追いつき、優位性のあった商品・サービスが短期間でコモディティ化する

ため、その成功モデルは通用しなくなっている。ICT は人々の想像を超えたスピー

ドで革新的に進化し、市場やニーズはグローバルかつダイナミックに変化している。 
経営者や技術者が自前主義や垂直統合に拘るなどの従来の慣習、ものの考え

方、仕事の仕方では、国際競争には勝てない。 
 

(4) 今の時代にそぐわない官と民のあり方 
各種の提言に必ず出てくるキーワードは、「産官学の連携」である。しかしながら、

情報・エレクトロニクス分野において、産官学連携プロジェクトで成功した例は皆無
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に等しい。それは、連携の仕方が表面的で中途半端であるからである。官が介入す

ることにより、責任体制が不明確になり、推進力が低下する、また、民の分野に官が

入ることにより官の論理が優先され、当初の目的が達成できないなど、失敗の理由

を挙げれば切りがない。 
「政府がやるべきこと」と「政府がやるべきではないこと」は、時代と共に変化する。

情報・エレクトロニクス分野におけるグローバル競争で、家電、半導体、コンピュータ、

通信機器が敗北した一因は、産・官・学の関係性の時代錯誤にあると考える。 
現在も、政府により様々な戦略が策定されているが、結果的に各府省の施策の

集大成となっており、網羅的・総花的である。官民の役割分担において戦略的な目

標に沿った真の集中と選択がなされているとは言い難い。 
 

(5) 求められる人材育成に応えられない教育・人材育成システム 
我が国が先の大戦後荒廃した国土の下、アジアの中でいち早く高度成長を成し

遂げることが出来た最大の要因は、勤勉な国民性と教育水準の高さにあった。しか

し、少品種大量生産の高度成長期に通用した平均的画一的な教育は、現代の多

品種少量生産、ハードウェアよりソフトウェア重視、国境を越えて人、モノ、金、情報

が自由に行き来する時代には通用しない。 
このような時代の変化に対応するためには、社会の各界各層が、 
① 環境変化を敏感に感じ取る能力 
② 変化への対処案を発案する能力 
③ リスクを取って行動する能力 

をもたなければならない。しかし、現在の教育システムや人材育成システムがこれら

の能力を養成することを重視しているとはとても言い難い。 
従前から知識偏重教育、平均的画一的教育、進学受験型教育の弊害が指摘さ

れていながら本気となって改革されてこなかったのは何故なのか、大いに反省する

必要がある。 
世界的視野、深い経営哲学を持つ経営者をこの 20 年間に生み出せてこなかっ

たことは、教育や社会全体が、平均的レベルに焦点を当て、ユニークな指導力のあ

るリーダーを育成することを目指してこなかったことも一因と言える。 
 

(6) グローバル化に対応してない企業経営体制 
従来の日本企業の強みは自社内の蓄積された技術に基づく自力の研究開発や

商品開発による他社との差別化だった。言い換えれば、クローズド・モデル、垂直統

合型モデルと言われるものである。日本が適度な市場規模を有していたことなども

あり、各企業が独自技術に拘るとともに、業界の縦割り構造が維持され、国内市場

優先のマーケティングが行われるなどして、世界とは隔離されたガラパゴス市場が

形成された。 
しかしながら、インターネット等の出現により状況は激変した。全てのものが繋が

ることを前提とした水平分業型モデルが力を発揮するようになるとともに、①市場の

グローバル化が進み市場競争が激化していること、②製品がコモディティ化し価格

競争一辺倒となってしまうまでの時間が短くなっていること、③異業種間の協調によ

り新たな市場創造が起こることも多いこと等の市場構造の激変を踏まえると、常にグ

ローバルな視点に立って、同業他社や異業種、学術研究機関等との連携・交流、

分業・協力を進め、迅速に研究開発や製品開発を進めていくことが重要となる。 
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ところが、内需拡大時代に最前線で活躍した人々が幹部に就任し、内向き志向

でリスクを取らず、グローバル化の状況変化に果敢に対応した経営戦略を樹立・実

行することが諸外国の経営者と比較して少ない。また、従業員も国内安住願望が高

まるなどで、産業界全般として、内向き志向が強く、進取の気概に乏しい。 
経営判断や技術開発が企業内で閉鎖的・自己完結的となり、企業や海外との交

流不足など人材流動性が欠如し、加えて ICT 分野に重要な標準化や・プラットフォ

ーム構築などのグローバル戦略も欠如していては、世界市場で戦いようがない。 
 

(7) 起業文化の未発達 
我が国産業の国際競争力が低迷している原因の一つは、戦後の一時期を除き、

産業の新陳代謝が停滞していることもある。グーグルは、上場してから 11 年弱で時

価総額が約 12 倍、フェイスブックは、上場してから約 3 年で時価総額が約 2 倍とな

るなど、世界的に見ると、このようなベンチャー企業が ICT 分野を先導している。残

念ながら、我が国には世界を先導するようなベンチャー企業が出現しているとは言

えず、また起業環境の評価も国際的に低い。世界で戦えるベンチャーの輩出にお

いてシリコンバレーや中国などに大きく遅れをとっているのは、キャピタルよりも文

化・価値観に原因がある。横並び志向が強く、かつリスクテイクを避けたがる国民性

は、国際競争において我が国の大きな弱点となっている。 
また、ICT 分野で新規ビジネスを立ち上げるに当たり、優秀な人材が大企業に抱

え込まれ高度人材の流動性が乏しく、人材のミスマッチも生じている 
 

(8) サイバー空間のルール作りに無関心 
我々が住んでいる陸、海、空及び宇宙には、様々な国際条約や国際的なルール

が存在している。しかしながら、サイバー空間においては、それらは発達途上にある。

今後サイバー空間を安定的かつ信頼できる環境として運営する上で、必要となるグ

ローバルなルールや仕組みをどう構築していくかが大きな課題である。これは国益

とも密接に係わっており、先進各国は自国に有利になるよう戦略的に取り組んでい

る。しかしながら、我が国はそのルール作りに関して、国内的にも議論が不活発で

あり、また、国際的にも指導的な役割を演じてはいない。 
 
 
3. 提言 
 

情報・エレクトロニクス産業凋落の原因を上記の通り分析したが、問題を克服し、我が国

産業の強化発展のために以下の提言を行う。 
 

(1) 長期戦略目標の策定と共有 
国家目標の下に国力の結集が図られるよう、情報・エレクトロニクス分野の長期戦

略目標を策定し、広く共有化を進める。 
目標の策定に当たっては、次の視点を踏まえて作成すべきである。 
① 現在実現した、あるいは実現しつつある技術(衛星通信、宇宙開発、人工

知能等)の大半は、50年以上前のSF小説で登場していた事実を踏まえ、

SF 小説を網羅的に評価研究し将来の技術の目標を見定める。 
② 2045 年にはコンピュータの能力が人間を超え、技術開発と進化の主役が

人間からコンピュータに移る特異点(シンギュラリティ、不連続点)に達する
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という議論があることなどを踏まえ、技術の特異点を早期に発見し、その特

異点を意識した長期戦略目標を設定する。 
③ 単に技術の可能性や利用に絞って検討するのでなく、その技術の導入に

伴って変化する社会の在り方、産業構造の変化、企業の業態・ビジネスモ

デルの在り方等について世界的視野に立った姿もあわせて検討する。 
④ KPI(Key Performance Index、重要業績評価指標)方式によるフォロー

アップを適切に行う。 
⑤ 長期戦略目標には、物づくりから知財重視へ構造転換を図る必要がある。 

 
(2) 官と民のあり方の抜本的見直し 

政府・民間・学術それぞれについて、「やるべきこと」と「やるべきではないこと」を

検討し、これらの関係性が常に時代に合った本来あるべき関係になるよう見直すべ

きである。 
具体的には、長期戦略目標に基づき、官民の役割分担において選択と集中を

徹底すべきである。グローバルな視点から産官学が連携して推進すべきプロジェク

トは英知を結集して厳選し、決定されたプロジェクトについては、官は最終目的が

達成されるまで支援に徹する。その際、官は、制度、規制の撤廃(特区の活用等)、
予算制度の制約の撤廃(単年度主義の撤廃等)等政府が有するあらゆる政策手段

を総動員すべきである。一方、従来型の総花的あるいは行政縦割りのプロジェクト

は廃止すべきである。 
政府は、首相直轄の情報・エレクトロニクス分野の強化を図る特別基金(注1)を創

設し、首相自らイニシャティブを取って、プロジェクトを決定する。候補プロジェクトと

しては、IoT(注 2)や AI(人工知能)などへの集中投資及び技術の特異点(シンギュ

ラリティ)を意識した革新的なプロジェクト等が考えられる。 
(注 1) 特別基金は 1000 億円とし、その財源としては、例えば NTT の自己株消却に伴

う政府保有株の売却益を充てることが考えられる。 
(注 2) IoT(Internet of Things)とは、全ての「モノ」がインターネットにつながり、人手を

介さないモノどうしの自動認識、自動制御などが可能となり、従来では想像でき

ない効率化や付加価値の創出が可能となること 
 

また、プロジェクトの成果を世界展開するためには、標準化戦略、知財戦略が極

めて重要となる。すべてのモノが繋がる時代において分野横断的な標準化は極め

て重要であり、現在のように各府省がバラバラに国際標準化対応を行うのではなく、

各府省横断的な統一的な考え方の下、標準化戦略を推進するため、米国で既に

実施されている NIST(アメリカ国立標準技術研究所)を参考とした、「日本版

NIST」を設立すべきである。 
一方、民間は、自ら未知の分野にリスクを取って乗り出すのではなく、何かあれば

直ちに官の動きに寄りかかろうとする傾向が余りにも強い。補助金や官の実証実験

プロジェクトへの参加などに典型的に現れている。民は官への依存度を低下させ、

自己責任原則を徹底し、自ら選択と集中を行い、グローバルな市場のダイナミック

な動きに対応すべきである。 
 

(3) 教育改革・人材育成改革 
知識偏重で平均集団を対象とするあまり、結果的に画一的な物知り博士を量産

しがちだった従来の教育から、創造性と自主性を尊び、新しいことに挑戦する気概
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を有する人材を育てる教育に本気となってシフトすべきである。 
① 講義方式の授業を極力廃止し、ディスカッション授業の導入を図る。「知

識」よりも「意欲」や「考える力・創造力」を重視する教育方針を明確にす

る。 
② 日本の情報教育は、殆どがパソコンソフトや検索の仕方といったテクニック

教育とプライバシーや情報マナーといったリテラシー教育に終始している

が、初等教育から「プログラミング教育」(注)等の義務化を図るとともに大学

入試科目とするなどして、日本人に欠けている論理的思考を養成する。 
(注) 機器やシステムを動かすコンピュータープログラムの基本的な原理や仕

組み・構造についてのコンピューターサイエンス教育を指し、国民の基礎

的素養として身に着けさせることを目的として行う。 
英国では、昨年から国語や算数と同じく生活の基本スキルとして、初等

教育で義務化している。 
③ 学校教育においては、プレゼンテーション能力向上を図るため、「ディベ

ート教育」を積極的に導入する。 
④ 全教科のデジタル学習、一人一台パソコンを活用したスマート学習など教

育情報化を積極的に推進する。 
⑤ 飛び級の大幅拡大、大学・大学院での留学プログラムの拡大、必須化(最

低でも現在の 10 倍)、アジア高度人材、欧米人材の受入れを促進する。 
 

社会・企業等における人材育成については、外国人を含め、純粋日本的でない

異質なものを広く包含し、積極的に歓迎し取り込む社会システムを一刻も早く確立

すべきである。そのため人材の流動性・多様性を高めるなどダイバーシティ化を図

るとともにあらゆるレベルで海外・外国人と接触する機会を強制的に増加させること

が必要である。 
具体的には、 
① 従来の「外国人」、「女性」といった画一的な人材論ではなく、コンピュータ

サイエンティスト、プログラマーなど今後重要となる分野の必要人材につい

て、現状のまま推移した場合の不足数などを算出し、大学などと連携して

確保するためのより具体的な国家人材ポートフォリオ戦略を策定する。 
② 既存の社会規範に従順な人間よりも反抗した人間が社会を変革してきた

歴史に鑑み、そのような人材を評価する。技術のもたらす利点だけではな

く、欠点をも利用できる人材を評価する。 
③ 海外留学や海外企業での就業機会をキャリアパスの条件とする。また、経

営者の国際会議への出席拡大、経営者のプレゼン力と英語表現力の強

化に取り組む。 
 

(4) 企業経営体制の見直し 
企業において、経営判断や技術開発が閉鎖的、自己完結的にならないよう、ま

た、横並びやリスクを取らない保守的な空気を変えるために、従来の陋習を打破し、

同業他社、異業種、学術研究機関、外国企業との連携・交流、分業・協力を積極的

に進める。 
具体的には、 
① 専門研究者や外国人を含む社外専門家から構成される経営・技術アドバ

イザリーボードの積極的な活用を図る。 
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② 外国人を経営幹部や管理職に積極的登用するとともに留学生を積極的に

活用する。 
③ 企業経営のダイナミズムを取り戻すため、プロジェクトごとに女性や外国人

はもとより異質・異能な人材を積極的に取り込んだ組織運営体制(ダイバ

ーシティマネジメント)を確立する。 
④ 大部屋を廃止し、原則として個室勤務とすることによって、各個人が責任

を負って仕事ができる環境・体制を作る。 
⑤ 情報・エレクトロニクス産業の製品・サービスの開発においては、全社横断

的でグローバルなマーケティング力を強化する。 
⑥ 能力・適性を備えたものを積極的に中途採用する。 

 
より大きな課題として、デジタル化の進展とともにモノを作らない製造業が起こっ

ている現状に鑑み、従来の業種・業態の枠を越えた新たなビジネスモデルの開発

に挑戦していくことが重要である。 
さらに現在の世界の ICT 市場を見ると、プラットフォームを押さえた企業が全てを

獲得する winner-takes-all の市場構造が見られる、世界市場を席捲できる企業は、

トップ 1、2 社であることを踏まえ、我が国情報・エレクトロニクス産業が主体的に世

界的視野に立ったグローバルな再編に参画・リードすることが望まれる。 
 

(5) 経営と技術のオープンマインド化とオープンイノベーションの推進 
国際社会から隔絶されたガラパゴス状態からは国際的に通用するイノベーション

は生まれない。異質なもの同士の新結合によってもたらされるイノベーションは、元

来オープン性を内在しているが、今日そのイノベーションのプロセス自体がグロー

バル化して、オープン性を一層高めている。このことは頭では理解しているが、「実

践」と「スピード」を促すため、官民挙げてキャンペーンを張り積極的に推進する。 
日本に欠けているのは、「情報・エレクトロニクス分野のイノベーション」もさること

ながら、「情報・エレクトロニクスを活かしたイノベーション」である。従来からの慣習

から早急に脱却し、ICT を最大限活用して経営と技術のオープンマインド化とオー

プンイノベーションを積極的に推進する必要がある。そのために民間が主体となっ

た技術交流の場を整備することが重要である。 
 

(6) 起業文化の醸成 
起業にはリスクを伴うものであるが、イノベーションや新産業の創出、産業構造の

転換には欠かせないものである。我が国において未発達な企業文化を醸成し、根

付かせかせる必要がある。 
具体的には、 
① 新しいことや人と違うことに果敢に挑む精神を称揚したり、多少の失敗を許

容して再評価の上、再チャレンジをする機会を与えるなどリスクに前向きな

社会風土づくりのため、フィンランドの Slush(注)のようなキャンペーンやイ

ベントを展開する。 
(注) フィンランド発の start-up向けのイベント。起業家や投資家などの登壇者

が、音楽ライブさながらのステージで、プレゼンテーションやディスカッショ

ンなどを行う。 
② 学校教育において、起業家精神を育てる起業の価値観を刷り込む教育と

共にリスク管理の教育を行う。 
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③ 高度人材の流動性を高めるため、マイナンバー等を活用した「高度人材

バンク」の設立等、人材市場を整備し、人材のマッチングを図る。 
④ 起業文化を醸成するには、世界の起業家との交流が日本からの起業を刺

激するとの観点から、中国、アジア、欧米から起業家を誘致する。その際、

by name でリストアップし、家族の医療、教育の手当など周辺のエコシス

テムごと移住してもらうには何が必要か検討する。 
⑤ 起業家支援で実績のあるシンガポール EDB(経済開発庁)を参考とした取

り組み進めるとともに、KPI を定めて評価を続ける。 
⑥ エンジェル投資優遇制度拡充、ストックオプションに対する課税軽減など

ベンチャー起業家の育成に必要な環境づくりに努める。 
 

(7) サイバー空間のルール作りに積極的に参画 
サイバー空間は、人類史上初めて創造された人類共通の知の空間であり、これ

からの人類の繁栄のためには自由、安全、公正を旨とする利用の仕方について、

人類の英知を集めることが問われている。 
情報流通の自由の原則やマルチステークホルダーによるルール策定方式の確

立等、グローバルなサイバー空間のルール形成に我が国も積極的に参画すること

が重要である。 
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情報・エレクロニクス国際戦略研究会開催要項 
 
 
1. 目的 

近年の ICT 産業を中心とする情報・エレクトロニクス分野では、米国企業の主導する旺

盛な新規参入や中国、韓国、台湾企業等の著しい台頭に比し、我が国企業の競争力の

低下は目に余るものがある。この分野は、産業はもとより行政、医療、教育等すべての社

会経済活動に不可欠な社会インフラの基礎をなすものであり、資源エネルギーに乏しい

日本にとってその強化は喫緊の課題である。さらに社会経済活動のグローバル化が進展

するに伴い、この分野は国際インフラ形成の基礎部分にもなりつつあり、特にアジアは世

界の成長センターとして発展が著しく、アジアに貢献するとともに、アジアにおけるこの分

野での成長の果実を如何にして取り込んでいくかが問われている。この分野での我が国

の弱体化や立ち遅れを放置することは、国際社会の中で我が国が落後していくことにもつ

ながる。 
また、国境を越えて自由に情報が飛び交うネット空間には、各国共通のルールはない。

自由な情報流通の利便性を確保しながら他方、情報利用の安全性(情報セキュリティ)、プ
ライバシーや個人情報の保護にも配慮した国際ルールを構築すべき時期に来ていると思

われる。 
以上の問題意識の下に、情報・エレクトロニクス分野において我が国産業の国際競争

力を強化し世界をリードできる国際戦略を検討し、具体的方策を提言するために研究会

を開催する。 
 
2. 名称 

本研究会は、「情報・エレクトロニクス国際戦略研究会」と称する。 
 
3. 検討事項 

(1) 我が国の情報・エレクトロニクス産業の国際競争力の強化方策 
(2) 地球的課題を解決するための ICT(情報通信技術)の活用方策 
(3) あるべきサイバー空間のルール 

 
4. 構成及び運営 

(1) 本研究会は、一般社団法人 世界貿易センター(WTC)東京の活動の一環として、同

法人内において開催する。 
(2) 本研究会の構成員は、別紙のとおりとする。 



(3) 本研究会に座長を置く。 
(4) 座長は、本研究会を招集し、主催する。座長は、必要に応じ構成委員以外の関係者

の出席を求め、その意見を聞くことができる。 
(5) 座長は、必要があると認めるときは、座長代理を指名することができる。 
(6) 本研究会及び本研究会で使用した資料については、原則として非公開とする。 
(7) その他本研究会の運営に必要な事項は、座長の定めるところによる。 

 
5. 開催スケジュール 

本研究会の開催期間は、平成 26 年 7 月から平成 27年 6 月末までを目途とし、一定の

取りまとめを行う。 
 
6. 事務局 

本研究会の庶務は、一般社団法人 世界貿易センター東京の事務局が行う。 
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座長 内海 善雄 (一財)海外通信・放送コンサルティング協力理事長 
 
座長代理 肥塚 雅博 富士通(株)執行役員副会長 
 
 坂村 健 東京大学情報学環・学際情報学府教授 
 
 関口 和一 日本経済新聞社編集委員 
 
 千本 倖生 DDI、イー・アクセス、イー・モバイル創業者 
 
 立川 敬二 立川技術経営研究所代表 
 
 月尾 嘉男 東京大学名誉教授 
 
 中村 伊知哉 慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授 
 
 南場 智子 (株)ディー・エヌ・エー取締役 
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研究会開催経過 
 
 
○ 第 1 回 7 月 14 日(月) 

・ 情報・エレクトロニクス産業の現状等 
・ 全般的な問題意識について議論 

 
○ 第 2 回 9 月 10 日(水) 

・ 製造業分野の現状と課題 
・ 製造業分野の国際競争力強化方策、国際貢献方策 

 
○ 第 3 回 10 月 29 日(水) 

・ サービス業分野の現状と課題 
・ サービス業分野の国際競争力強化方策、国際貢献方策 

 
○ 第 4 回 12 月 4 日(木) 

・ 情報・エレクトロニクス分野の研究開発の現状と課題 
 
○ 第 5 回 2 月 3 日(火) 

・ ICT 環境・法制度 
・ ネット利用の新動向 

 
○ 第 6 回 4 月 10 日(金) 

・ ICT 分野における人材育成 
 
○ 第 7 回 5 月 12 日(火) 

・ 研究会報告書案と提言書案についての討議 
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