
2014 年ネットワーク整備指数： 

上位 10 ヵ国 

国と地域 2014 2013 
 

フィンランド 1 1 

シンガポール 2 2 

スウェーデン 3 3 

オランダ 4 4 

ノルウェー 5 5 

スイス 6 6 

アメリカ合衆国 7 9 

香港特別自治区 8 14 

英国 9 7 

大韓民国 10 11 
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アジア諸国のデジタルエコシステム発展は足並み揃わず 

 グローバル・インフォメーション・テクノロジー・レポート 2014 は、アジア諸国間に、デジタル分

野に関する能力や発展という面で大きな格差があることを指摘。 

 アジアでは、シンガポール（第 2 位）、香港特別自治区（第 8 位）、大韓民国（第 10 位）、台湾

（第 14 位）が今回も上位を占めている。 

 日本は、ICT を堅牢な革新システムに統合する取り組みが実を結び、第 16 位でトップ 20 入り。一

方、中国は第 62 位と後退しているが、これはロシアを除く BRIC 諸国に関しても共通する傾向。  

 グローバル・インフォメーション・テクノロジー・レポートのページ（www.weforum.org/gitr）でレ

ポート全文、http://wef.ch/gitr14pdf もご覧ください。 

 

2014 年 4 月 23 日、アメリカ、ニューヨーク – 世界経済フォーラムのグローバル・インフォメーション・
テクノロジー・レポート（GITR）第 13 版によると、インドネシア（第 64 位）、タイ（第 67 位）、フィリ

ピン（第 78 位）などアジア地域の多くの国が、最近 12 ヵ月間でより強固なデジタルエコシステムの構築に

成果を収めていることが明らかになりました。日本でも改善が見られ、今回初めて上位 20 ヵ国に入りまし

た。しかしこれとは対照的に、アジア地域のその他の開発途上国では、目立った進展は見られていません。

また中国（第 62 位）は、接続やデジタル導入の面で向上が見られるものの、世界全体で見るとまだ遅れを

とっており、順位を落とす結果となりました。 

 

今年度のレポートでは、「ビッグデータがもたらす利益とリスク」と題して、ネッ

トワーク整備指数（NRI）により、148 の国と地域における、成長と福利を目標と

した ICT の活用能力を測定しています。その結果、フィンランド（第 1 位）、シ

ンガポール（第 2 位）、スウェーデン（第 3 位）、オランダ（第 4 位）、ノルウ

ェー（第 5 位）、スイス（第 6 位）の各国は、昨年と同じ順位を維持しました。

アメリカ合衆国（第 7 位）は上昇の一途をたどっており、香港特別自治区（第 8

位）と大韓民国（第 10 位）も順位を上げています。しかし英国（第 9 位）だけは

前年度から順位を下げました。
 

さらに下の順位では、多くの新興経済大国が、完全なデジタル社会への実現の可

能性に苦慮しているのが目立ちます。中国（第 62 位）、ブラジル（第 69 位）、

メキシコ（第 79 位）、インド（第 83 位）はいずれも順位を落としました。しか

しアラブ首長国連邦（第 24 位）、カザフスタン（第 38 位）、パナマ（第 43 位）などの国々では、ICT 能

力開発への強いビジョンを定めて成功を収め、順位を上げています。 

 

今回のレポートでの重要な発見の一つとして、各国が競争力をつけ

ていくためには、ICT インフラ開発だけに頼ることはできないとい

う点が挙げられます。ICT がもたらす利益を十分に引き出すために

は、国家が最新のインフラ整備をすることと並行して、スキル、イ

ノベーション、起業家精神を発揮できる状況をもたらすために包括

的な戦略を実施することが不可欠です。 

 

今年度は調査対象を 148 ヵ国に増やしたことで、各国の競争力と、

その国民の福利に対する ICT の影響に関して、広範囲にわたり信頼

性の高い評価を行うことができました。 

 

NRI では、ICT の影響を測定するため、各国での ICT の完全な活用

に向けた整備状況について、以下の点から評価を行っています。 
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1. ICT インフラへのアクセス費用およびその最適な利用を保証するために必要なスキルの有無 

2. 政府、企業および個人の間での ICT の導入および使用 

3. ビジネスおよび革新的技術のための環境、ならびに政治的および規制上の枠組 

4. ICT により生じる経済面および社会面への影響 

 

このレポートの共同著者である、コーネル大学 Samuel  Curtis  Johnson 経営大学院の Soumitra Dutta 学部

長は次のように語っています。「GITR は、この分野に関して特に重要な調査の一つであると、次第に見な

されるようになりました。GITR は、長所と短所を特定するだけではなく、世界各国が、デジタル社会の可

能性の拡大、活用を目的とする戦略を定め、策定するための独自のツールとして、ポリシー・メーカーや関

連するステークホルダーの間で幅広く使用されています」 

  

世界経済フォーラムのグローバル・コンペティティブネス・センター・アソシエイト・ディレクター兼エコ

ノミストで、このレポートの共著者でもある Benat Bilbao-Osorio 氏は次のように語っています。「政府は、

各国間に依然として存在するデジタル格差だけではなく、すべての人々に新たな機会を与え、それによって

社会的統合の促進を支援するために、国内の潜在的なデジタル格差について理解、特定、対処することにも

注意を向けるべきだと思います」 

 

この点について、INSEAD のヨーロッパ・コンペティティブネス・イニシアチブ 兼 グローバル・インデ

ィスィーズ・エクゼクティブ・ディレクターを務める Bruno  Lanvin 氏は、次のように語っています。

「デジタル戦略は、ICT インフラの整備だけではなく、ICT の効果的な使用によって技術革新、競争力、よ

り強い社会的統合を推進するための適切な状況を設ける事にも重点を置くべきです」 

 

世界経済フォーラムのパートナーで、このレポートのスポンサーでもあるストラテジーアンド（前ブーズ・

アンド・カンパニー）の Bahjat  El  Darwiche 氏は次のように語っています。「国や組織は、ビッグデータ

の成熟に対する自分たちの立場を理解し、その進歩について評価を行うとともに、企業や組織が莫大な量の

データからもっと多くの利益を得るために必要な行動をとらなければなりません」  

 

アメリカのシスコシステムズ社のグローバルテクノロジー政策担当副社長 Robert Pepper 氏は次のように

語っています。「『あらゆるモノのインターネット（Internet of Everything）』とビッグデータの応用とが

中心になって、次世代の技術革新の波がもたらされることでしょう。しかしビッグデータを使用するには、

それにふさわしい判断力が伴わなければなりません。ですから、『あらゆるモノのインターネット』によっ

て経済面や社会面に莫大な利益がもたらされることを約束するためには、適切な政策が必要になってきます」 

  

「グローバル・インフォメーション・テクノロジー・レポート」は、世界経済フォーラムと INSEAD との

長期にわたるパートナーシップによる成果をまとめたものです。そして昨年からは、コーネル大学 Samuel  

Curtis  Jhonson 経営大学院がこの取り組みに参加しています。 

 

NRI は、一般に公開されている情報源から入手したデータと、経営幹部意見調査の調査結果を結合するとと

もに、世界経済フォーラムと、160 以上の主要な調査機関および企業組織によるネットワークで構成される

パートナー機関とが共同で実施した年次全体調査に基づいて決定されています。また今回の調査では、

15,000 人以上の企業の重役から、ネットワーク整備のために非常に重要な分野に関する意見を聞くことが

できました。 

 

ビッグデータとその影響に関する情報技術の動向については、フォーラム・アカデミーの国際情報技術概要  

でも取り上げていきます。フォーラム・アカデミーは、専門家および組織が、急速に変化する世界に関する

戦略的知識を強化する助けとなることを目的とした、世界経済フォーラムによる取り組みの一つです。 

 

編集注記 

 レポートの本文を読む：  http://wef.ch/gitr14 

 レポートのインフォグラフィックを見る： http://wef.ch/gitrmap 

 ネットワーク整備指数の全ランキングを見る：（PDF または Excel） 

 フォーラム・アカデミーについて読む：http://forumacademy.weforum.org 

 フェイスブックでフォーラムのファンになる：http://wef.ch/facebook 

 ツイッターでフォーラムをフォローする：http://wef.ch/twitter およびhttp://wef.ch/livetweet 

 フォーラムのブログを読む：http://wef.ch/blog 

 フォーラムの最新イベントを見る： http://weforum.org/events 

 フォーラムのニュースリリースを予約購読する： http://wef.ch/news 
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世界経済フォーラム（World Economic Forum）は、グローバル・シティズンシップの精神に則り、官民協力を通じて世界情勢の改善

に取り組む国際機関です。また、ビジネス界、政界、学界および社会におけるその他のリーダーと連携し、世界・地域・産業のアジェ

ンダを形成します。 

 

世界経済フォーラムは 1971 年、スイスのジュネーブに本部を置く財団として設立された、いずれの政治、党派、国家の利益にも関連

しない公平な非営利団体です。あらゆる主要国際機関と緊密に連携しています（www.weforum.org）。 
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