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主な産業の市場規模 

主な産業の市場規模（名目国内生産額） 
主な産業の市場規模 

（名目国内生産額及び実質国内生産額）の推移 

【名目国内生産額】 

【実質国内生産額】 
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一般投資 

ICT投資 1.98 

1.19 

● 情報資本はGDPのプラス成長に一貫して貢献。 

※九州大学 篠﨑教授、神奈川大学 飯塚准教授ほかの研究成果より 

※ＩＣＴ資本特有の効果として、投資した企業だけでなく、他企業の生産性や 
 収益力も上昇する「ネットワーク効果」があることから、このような差が生じる 
 と考えられる。 

● ICT投資のみが増加する場合と一般投資のみが増加する
場合の2015年の乗数効果を比較した場合、約2倍の差。 

ICT投資の乗数効果（ICT投資とその他一般投資の比較） GDP成長率の寄与度分解 

ＩＣＴによる経済効果 

（注）EU-KLEMSのデータ制約のため、2006年までの数値        
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● 2012年のビッグデータの流通量（POSデータ、GPSデータ等一部に限
定）は、2.2エクサバイトで、2005年の流通量の約5.5倍。 

● 一部の業種を除き、ＩＣＴの利活用セクターにおいて、データ流通量
の伸び率と労働生産性の伸び率との間には、プラスの相関関係。 

ビッグデータ流通量と労働生産性との関係分析 

ビッグデータ国内流通量の推移 

ビッグデータ流通量・発現効果について 

424,306  
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7年間で5.5倍 

ビッグデータ活用による発現効果 

【小売業】：合計1兆1,500億円 
 
対象業種＊の年間販売額の2％に相当。小売販売額がほ
ぼ横ばいで低迷する中、2％の新たな価値を生み出す。 
・販売促進効率化効果          9,894億円 
・発注最適化効果            1,635億円 
＊各種商品小売業、織物・衣服・身の回り小売業、飲食料品小売業 

【インフラ（道路・交通）】：合計1兆4,300億円 
 
・予防保守による延命効果        2,700億円 
（2009年度の橋梁整備費用5,700億円の48%に相当） 
・渋滞削減による燃費向上     1兆1,600億円 
（国内の自動車1,060万台分の燃料消費額に相当） 

【製造業】：合計4兆7,900億円 
 
・予防保守による故障対応時間短縮（業務用の機械*） 
 人件費効率化効果        4兆7,380億円 
・運転状況最適化による節電（業務用エアコン） 
                   519.7億円 
（業務用エアコン6.5万台分に相当） 
＊はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具 
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ＩＣＴ技術のトレンド 

40ZB 

●全世界のデジタルデータ量は、2005年から2020年までの15年間で 
約300倍に増加する見込み。 
（130エクサ（1,300億ギガ）バイト → 40ゼタ（40兆ギガ）バイト） 

センサー スマートフォン 

クラウド ビッグデータ 

●日本国内におけるスマートフォン契約数は、 2011年から2018年までの
7年間で約10倍に増加する見込み。（955万件 → 9,383万件） 
[全携帯電話に占める契約比率は約8倍に増加。（8.8％ → 73.2％）] 2000年 2010年 将来 

（2020年頃） 
チップの大きさ 
（ダイ表面積） 10mm2 約2～3mm2 1～2mm2 

消費電力 0.1mW 0.05mW 0.05mW未満 

平均販売価格 $3以上 
（約300円以上） 

$0.70 
（約70円） 

$0.50未満 
（約50円未満） 

世界生産量 
（単位：百万個） 35 771 2500超 

●世界中でセンサーの小型化・低消費電力化・低価格化が進展。 

※ 1ドル=100円で換算 

●日本国内のクラウドサービス市場規模は、2010年から2016年までの
6年間で約8倍に拡大する見込み。（0.36兆円 → 2.81兆円） 

出典： MM総研 「スマートフォン市場規模の推移・予測」 （2013年3月等） 

出典：Jean-Christophe Eloy=Yole Developpement （http://techon.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20110410/191000/） 

出典：総務省調査（「ICTコトづくり検討会議」（第6回）会議資料（2013年5月）） 

●日本では全世界の約1/4のセンサーが使用されている。 
（2010年の販売数量ベース（国内45億個／世界170億個）） 

出典：富士キメラ総研調査（ 2011年11月28日付日本経済新聞） 

出典：総務省調査（2012年3月） 
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２００１．１ 

２００４．１２ 

２０１０．５ 

ｅ－Ｊａｐａｎ戦略 
２００５年までに世界最先端のＩＴ国家を実現 ｕ－Ｊａｐａｎ政策 

２０１０年までにユビキタス社会を実現 

 新たな情報通信技術戦略 
国民主導の新たな「知識情報社会」への転換を実現 

ＩＴ／ＩＣＴ戦略の推移 

経済再生・成長が重要な柱 

２００９．７ ｉ－Ｊａｐａｎ戦略２０１５ 
国民主役の「デジタル安心・活力社会」を実現 

ＩＣＴ維新ビジョン 
「光の道」１００％の実現等 

２００９．１２ 

ｘＩＣＴビジョン 
あらゆる産業・地域とICTとの深化した融合 

２００８．７ 

Ａｃｔｉｖｅ ＪａｐａｎＩＣＴ戦略 
情報資源を利活用したアクティブな日本の実現 

２０１２．７ 

日本政府 
（IT戦略本部） 総務省 

検討結果の反映 

ＩＴ新改革戦略 
いつでも、どこでも、誰でもITの恩恵を実感できる社会の実現 

２００６．１ 

世界最先端ＩＴ国家創造宣言 
（新たなＩＴ戦略） 

２０１３．６ 

政権交代（２００９．９） 

政権交代（２０１２．１２） 
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２０１３．６ 

日本再興戦略 
（政府全体の成長戦略） 

（IT総合戦略本部） 



 
世界最高水準のＩＴ利活用社会の実現と成果の国際展開を目標とし、以下の３項目を柱として取り組む。 
１．革新的な新産業・新サービスの創出と全産業の成長を促進する社会の実現 
○公共データの民間開放（オープンデータ）の推進、ビッグデータの利活用推進（パーソナルデータの流通・促進等） 
○農業・周辺産業の高度化・知識産業化、○オープンイノベーションの推進等 
○地域（離島を含む。）の活性化、○次世代放送サービスの実現による映像産業分野の新事業の創出  
 

２．健康で安心して快適に生活できる、世界一安全で災害に強い社会 
○健康長寿社会の実現、○世界一安全で災害に強い社会の実現 
○効率的・安定的なエネルギーマネジメントの実現、○世界で最も安全で環境にやさしく経済的な道路交通社会の実現 
○雇用形態の多様化とワークライフバランスの実現  
 
 

 ３．公共サービスがワンストップで誰でもどこでもいつでも受けられる社会の実現 
○利便性の高い電子行政サービスの提供、○国・地方を通じた行政情報システムの改革 
○政府におけるＩＴガバナンスの強化 

 

Ⅱ.目指すべき社会・姿 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

１．閉塞を打破し、再生する日本へ 
○ 景気長期低迷・経済成長率の鈍化による国際的地
位の後退 

 

○ 少子高齢化、社会保障給付費増大、大規模災害
対策等、課題先進国 

 

○  「成長戦略」の柱として、ＩＴを成長エンジンとして
活用し、日本の閉塞の打破、持続的な成長と発展 

2. 世界最高水準のＩＴ利活用社会の実現に向けて 
○ 過去の反省を踏まえ、ＩＴ総合戦略本部、政府   
ＣＩＯにより、省庁の縦割りを打破、政府全体を横串
で通し、ＩＴ施策の前進、政策課題への取組 

 

○ ＩＴ利活用の裾野拡大に向けた組織の壁・制度、
ルールの打破、成功モデルの実証・提示・国際展開 

 

○ 5年程度の期間（2020年）での実現 
 

○ 工程表に基づきPDCAサイクルを確実に推進 
  

 

 

 

 

 

 

Ⅰ.基本理念 

6 世界最先端ＩＴ国家創造宣言 （平成25年6月14日閣議決定） 



日本再興戦略（新たな成長戦略） （平成25年6月14日閣議決定） 7 



▶ 世界で最もアクティブな国になる  ～ＩＣＴによる経済成長と国際社会への貢献～ 

▶ Ⅰ．新たな付加価値産業の創出 

▶ Ⅱ．社会的課題の解決 

▶ Ⅲ．ＩＣＴ共通基盤の高度化・強靱化 

プロジェクトの国策化と総合的推進 

経済規模の拡大・雇用の創出 
産業の高付加価値化 
情報発信力の強化 

防災・国土強靱化、街づくり 
超高齢社会への対応 
資源問題の解決 

オープンイノベーションの推進 
情報セキュリティの強化 
パーソナルデータの活用 

Vision – ビジョン 

Mission – ミッション 

課題 

ＩＣＴ成長戦略 －基本的視点－ 8 

３つのデータ： 
 ビッグデータ 
 オープンデータ 
 パーソナルデータ 



Ｉ
Ｃ
Ｔ
共
通
基
盤 

Ｉ
Ｃ
Ｔ
共
通
基
盤 

    安心・安全を守る情報セキュリティの強化 

    Ｇ空間情報の活用などオープンデータの推進 

重
点
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

重
点
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

新たな付加価値産業の創出 

ひずみセンサー 

データ 
活用 

放送・ 
コンテンツ 農業 防災 

医療・介護 
・健康 

資源 

付加価値創出 
プロジェクトの推進 

４Ｋ・８Ｋ、ｽﾏｰﾄﾃﾚ
ﾋﾞの普及、放送ｺﾝ
ﾃﾝﾂの海外展開 

バリューチェーンの
構築による高付加
価値化の実現 

ｾﾝｻｰ等を活用した
社会ｲﾝﾌﾗの効率的
な維持管理の実現 

医療情報連携基盤
の全国展開、「ｽﾏｰﾄ
ﾌﾟﾗﾁﾅ産業」の創出 

衛星通信を活用 
した「海のブロード
バンド」の実現 

社会的課題の解決 

    世界最高レベルのＩＣＴインフラの構築 

    イノベーションを創出する研究開発の推進 

地域 
活性化 

「ICTｽﾏｰﾄﾀｳﾝ」 
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの全国 
展開・加速化 

◆ 各省事業、自治体、民間等の連携 
◆ 国策化による特定地域への集中投資 
◆ 一体となった規制・制度改革 

成功モデルの提示と実証 

ＩＣＴ成長戦略 －全体像－ 9 



政策トレンドの転換 

     

Ｂ to Ｃ   Ｂ to Ｂ   

ＩＣＴ × ○○       ○○ ×ＩＣＴ 

➢ 

➢ 
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