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６ 国際連携の強化・経済安全保障の推進

［１］DFFTの具体的推進に向けた国際的なルール作り

（１）DFFT（信頼性のある自由なデータ流通）推進に向けた国際的なルール形成議論の主導

・日本が議長国を務めたG20貿易・デジタル経済大臣会合やG20サミット、2022年の
G7デジタル・技術大臣会合、G7サミット等の結果を踏まえ、G7やG20、OECD等の
場において、DFFTの一層の推進、国際的なAI原則の普及・展開、デジタル経済に
おけるセキュリティの強化等の国際的な議論を引き続き主導。

・特に、DFFTをより一層推進するため、日本が議長国を務める2023年のG7に向けて、
理念を共有する国々との連携を強化しながら、データガバナンスの適切な枠組み
について検討を進める。

・また、2023年に日本で開催される国連主催のインターネット・ガバナンス・
フォーラム（IGF）に向けて、「自由で開かれた一つのインターネット空間」の
維持を求める同志国を中心とした国際連携の強化やインターネット・ガバナンス
の強化に向けた国内外のマルチステークホルダーの包摂を図り、国際的議論を
リードしていく。

※（Data Free Flow with Trust: DFFT） G7デジタル・技術大臣会合
（2022年5月・ドイツ）

G7サミット
（2022年6月・ドイツ）

G20貿易・デジタル経済大臣会合
(2019年6月・つくば)

G20 サミット
（2019年６月・大阪）

DFFTの提唱

DFFTアクション
プラン策定

2023年
G7日本議長国

IGF主催

【予算】多国間枠組におけるデータ流通等に係る
連携強化事業 23.0億円（４年度 1.5億円）
経済協力開発機構（OECD）への拠出 1.0億円
（４年度 1.0億円）

Ⅱ 内外の環境変化への対応
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６ 国際連携の強化・経済安全保障の推進

（１）グローバル・デジタル連結性パートナーシップ（GDCP）

［２］国際連携枠組みによる重要デジタル分野の協力の推進

・日米首脳共同声明（令和３年４月16日）において、安全な連結性（Secure Connectivity）と活
気あるグローバルなデジタル経済を促進すべく、デジタル分野の新たな日米連携枠組みとして、
グローバル・デジタル連結性パートナーシップ（GDCP： Global Digital Connectivity 
Partnership) の立ち上げが盛り込まれた。

・GDCPの推進について、令和３年６月３日に日米で共同記者発表を実施。両国の代表団は、①第
三国、多国間、二国間での協力を促進すること、②インターネットエコノミーに関する日米政
策協力対話（IED）を推進枠組みとし、その下部の専門家レベル作業部会を年数回開催して具体
的な議論を進めること等を確認。

※ IED第13回会合政府間共同声明（2023年３月16日発表）にて、IEDを「デジタルエコノミーに関する日米対話」と改称することで一致。

GDCPを推進する会議体

＜日米コアパートナーシップファクトシート（主な成果抜粋）＞

 二国間及び日米豪印を通じた５Ｇサプライヤー多様化及びOpen RANに関する日

米協力の強化

 有志国による電気通信サプライヤー多様性に関するプラハ提案の推進

 日本によるテキサスの５Ｇ研究開発ラボへの資金拠出

 アジア・オープンRAN・アカデミーの立上げ

 中南米政府関係者とのワークショップ等を通じたOpen RANを含む安全な５Ｇ

ネットワーク及びオープンで相互運用可能な技術の推進

 日本が参加したBeyond 5G国際カンファレンスへの米国高官の出席

 ５Ｇ 及びBeyond 5G に関する新たな日米共同研究開発プロジェクトへの出資

GDCPの成果

GDCPに基づく連携の成果や今後の予定等が、令和４年５月23日に行われた日
米首脳会談の成果文書の一部として公表されている。デジタルエコノミーに関する日米対話

（局長級）

GDCP専門家レベル作業部会
（課長級）

平成22年11月から13回の会合を開催。

第13回会合にて「インターネットエコノミーに関する

日米政策協力対話(IED)」から改称。

※日本側が総務省、米国側が国務省が共同議長を
務め、事務とりまとめを実施している。

令和３年５月から４回の課長級会合を開催

（年数回開催）

Ⅱ 内外の環境変化への対応
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（２）欧州におけるデジタル分野の二国間・地域間協力

（a）日英デジタルパートナーシップ

（b）日EUデジタルパートナーシップ

・令和４年５月12日、日EU定期首脳協議において合意された
協力枠組みであり、日本側はデジタル庁が事務局を担当し、
総務省、経済産業省等の関係省庁が参加。

・5G／Beyond 5G、人工知能、デジタルインフラ、DFFT等の
総務省関連分野を含むデジタル分野について議論。

・総務省と欧州委員会通信ネットワーク・コンテンツ・技術
総局（DG CONNECT）との間の既存の枠組みである日EU・ICT
政策対話等も、本枠組みに位置づけ。

日EUデジタルパートナーシップ

総
務
省

関
係
省
庁

関
係
省
庁

・・・

EU側関係省庁

日英デジタルパートナーシップの全体像

日EUデジタルパートナーシップの全体像

日EU・ICT政策対話等、既存の枠組み

・重要デジタル分野における二国間・地域間の協力を、関係省庁の参加のもとで枠組みを構築し
て、包括的に推進していくもの。

６ 国際連携の強化・経済安全保障の推進

［２］国際連携枠組みによる重要デジタル分野の協力の推進

Ⅱ 内外の環境変化への対応

日英デジタル・グループ（局長級）

日英デジタルパートナーシップ大臣級会合

事務レベル会合※（課長級）
※必要に応じて随時開催

・令和４年12月７日、日英関係省庁の大臣級会談により、大臣
級会合のもと同年５月に設置された局長級の日英デジタルグ
ループも包含する協力枠組みとして、日英デジタルパート
ナーシップが立ち上げられた。

・日本側は総務省が事務局を担当し、デジタル庁、経済産業省
等の関係省庁が参加。英国側はデジタル・文化・メディア・
スポーツ省、政府デジタルサービス等が参加。

・デジタルインフラ、データ、デジタル規制／標準化、デジタ
ルトランスフォーメーションを含む、デジタル分野における
優先事項について議論。
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（３）オセアニアや東南アジアにおけるデジタル分野の二国間・地域間協力

（a）日豪テレコミュニケーション強靭化政策対話

• 金子総務大臣（当時）は、令和４年７月にクレア・オニール内務兼サ
イバーセキュリティ大臣及びミシェル・ローランド通信大臣と会談し、
日豪関係省庁の局長級会合「日豪テレコミュニケーション強靭化政策
対話」の設置に合意。

• 日本側は総務省、豪州側は内務省及びインフラ・運輸・地域開発・通
信・芸術省が参加し、年に１回開催。

• Open RANを含む５Ｇ、光海底ケーブル、衛星通信といった情報通信分
野における情報共有や議論を定期的に行うとともに、必要に応じて共
同プロジェクトの実施を検討し、インド太平洋地域のデジタル接続性
の促進への貢献を目指す。

（b）日ASEAN50周年

・重要デジタル分野に関する二国間・地域間の協力を推進し、「自由で開かれたインド太平洋」の
実現に向けた取組みを促進する。

６ 国際連携の強化・経済安全保障の推進

［２］国際連携枠組みによる重要デジタル分野の協力の推進

• 令和５年は、日本ASEAN友好協力50周年を迎える重要なタイミングで
あり、日ASEAN関係の更なる強化が求められていると同時に、我が国
のデジタル技術のASEAN地域への一層の展開を図る好機でもある。

• 令和５年に予定されている日ASEAN特別首脳会議に合わせ、ASEANが
策定している「ASEANデジタルマスタープラン2025」等を踏まえ、日
ASEANデジタル関連会合や日ASEAN ICT基金の活用等により、ASEAN地
域のデジタル政策の目標と整合的な形で支援を行いながら、日ASEAN
関係やASEAN諸国との二国間関係の深化に貢献する。

※１必要に応じて
随時開催

※２ 今後検討

Ⅱ 内外の環境変化への対応
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1 目的

2 協力・活動の範囲

・ Open RANの検証、相互運用性、セキュリ

ティに関する情報共有

・ 試験環境の共有の可能性の検討

・ 更なる協力内容の検討

・ 更なる同志国との連携可能性の検討

3 実施体制

4 枠組みの見直し

デジタル経済と次世代デジタル技術に関する
二国間の協力を深化するもの

【分野】
①インド太平洋、アフリカ、ラテンアメリカ

やその他地域の第三国における協力
②多国間の枠組みにおけるさらなる協力
③５Ｇ技術、次世代通信、及び関連する研究

開発環境への投資やサイバーセキュリテ
ィの能力開発・訓練を促進する両国におけ
る前向きな枠組みの促進

６ 国際連携の強化・経済安全保障の推進

［３］デジタルインフラの安全性・信頼性確保

Ⅱ 内外の環境変化への対応

（１）デジタルインフラの安全性・信頼性確保

・経済安全保障を推進する上では、同志国との協力の拡大・深化を図りつつ、デジタルインフラ
の安全性・信頼性を確保することが重要。

・令和３年４月の日米首脳会談を契機として立ち上げられた「グローバル・デジタル連結性パー
トナーシップ※」や令和４年５月の日米豪印（クアッド）首脳会合の機会に署名された「５Ｇサ
プライヤ多様化及びOpen RANに関する協力覚書」などを踏まえて、同志国と連携しながら、デ
ジタルインフラを巡る国際情勢・社会経済構造に関する調査、諸外国との共通認識醸成に向け
た実証事業などの取組を通じて、グローバルなデジタルインフラの安全性・信頼性確保を図る。

※（Global Digital Connectivity Partnership: ＧＤＣＰ）

【予算】デジタルインフラの安全性・信頼性確保に向けた国際連携事業 ４年度第二次補正 12.2億円、５年度 0.7億円

（３年度補正 10.7億円、４年度 0.7億円）

ＧＤＣＰの概要 クアッド５Ｇ協力覚書の概要
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（１） Open RAN 等の5G、光海底ケーブル、ICTソリューション等の海外展開

• Open RAN ※等の5G、光海底ケーブルをはじめとするICTインフラシステムや医療･農業等の分野に
おけるICTソリューションについて、①案件発掘（規制やニーズの事前調査等）、②案件提案（官
民ミッション・デモンストレーション）、③案件形成（整備計画策定・モデル事業実施等）と
いった各展開ステージにおける支援の実施により、海外展開を促進。

• 展開国を含む周辺地域の経済的繁栄や課題解決に貢献するプロジェクトを推進することにより、
SDGsの達成に寄与。また、政府全体のインフラ輸出戦略である「インフラシステム海外展開戦略
2025」で設定された目標（2025年のインフラシステム受注額「34兆円」）の達成にも貢献。

【予算】ICT海外展開パッケージ支援事業 ４年度第二次補正 10.0億円、５年度 1.3億円
（３年度補正 8.3億円、４年度 1.3億円）

［４］Open RAN 等の5G、光海底ケーブル、ICTソリューション、放送コンテンツ、郵便、消防、行政相談、統計等の海外展開

６ 国際連携の強化・経済安全保障の推進

Ⅱ 内外の環境変化への対応

※無線基地局の仕様をオープンかつ標準化することにより、さまざまなサプライヤーの機器やシステムとの
相互接続を可能とする無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）

具体的な事例
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６ 国際連携の強化・経済安全保障の推進

（２）株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構（JICT）の活用

［４］Open RAN 等の5G、光海底ケーブル、ICTソリューション、放送コンテンツ、郵便、消防、行政相談、統計等の海外展開

・株式会社海外通信・放送・郵便事業支
援機構（JICT）においては、海外にお
いて電気通信事業、放送事業又は郵便
事業を行う者やそれらを支援する者に
対して資金の供給、専門家の派遣その
他の支援を実施。同機構を活用し、我
が国の事業者の海外展開を支援

【予算（財投等）】株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構(JICT)を活用した我が国企業の海外展開支援
産業投資 244.0億円、政府保証 209.0億円

（４年度 産業投資 250.0億円、政府保証 155.0億円）

・海外事業に伴うリスクをJICTの支援に
よって軽減することで、我が国の事業
者の海外展開を後押しし、新興国を中
心として今後拡大すると見込まれる膨
大なインフラ・サービス需要を取り込
むことにより、我が国経済の持続的な
成長に寄与

政府 民間事業者

出
資

出
資

民間金融機関

公的機関
（JBIC、JICA等）

民間事業者
（日本企業） 支援対象事業者

（現地SPC等）

出
資
等

支
援

融資等
民間事業者
（現地企業）

出資等

株式総数（議決権ベース）の
1/2以上を常時保有

資金供給と一体的に
「ハンズオン」支援を実施

海外において電気通信事業・放送事業・郵便事業等を実施

民間金融機関
資金供給

機関投資家等

取締役会長 ： 冷水 仁彦
代表取締役社長 ： 大島 周

借入・社債発行
(政府保証付きも可)

Ⅱ 内外の環境変化への対応
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６ 国際連携の強化・経済安全保障の推進

（３）放送コンテンツの海外展開を通じた地域活性化及びソフトパワー強化

• 放送コンテンツの海外展開を通じて日本の魅力を広く情報発信することにより、我が国に対する
関心を高めて需要を呼び込み、地域活性化やソフトパワー強化を実現する。

（a）放送コンテンツによる地域情報発信力の強化
• 放送事業者等と地方公共団体や観光産業、農林水産業、地場産業等の事業者・団体が

連携し、日本各地の魅力を伝える放送コンテンツを制作して海外の放送局を通じて発信
すること等により、我が国の地域からの情報発信を強化。

【予算】４年度補正 7.9億円、５年度 1.2億円（３年度補正 11.3億円、４年度 1.9億円）

（b）グローバルに通用する放送コンテンツを発信するための基盤の強化
• 我が国の放送コンテンツの海外展開及び地域情報発信を効果的・効率的に推進するため、

動画配信サービスの伸長等の環境の変化に対応する手法の習得支援等に係る調査や情報
発信基盤の整備を実施。

【予算】４年度補正 2.6億円、５年度 0.6億円【新規】

情報発信力の維持・強化等
• 日本の魅力を伝える放送コンテンツの制作、海外への

発信等に関する取組を支援
放送・動画配信サービスを
通じて国内外で情報発信

日本の魅力を伝える
放送コンテンツを制作

地域活性化
• 日本の各地域（農産品・地場産

品、文化等）に対する関心・需要
の維持・喚起 等

• 日本文化・日本語の普及
• 国際的なイメージの向上 等

ソフトパワー強化

［４］Open RAN 等の5G、光海底ケーブル、ICTソリューション、放送コンテンツ、郵便、消防、行政相談、統計等の海外展開

Ⅱ 内外の環境変化への対応
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６ 国際連携の強化・経済安全保障の推進

（４）国際放送の実施

【予算】日本放送協会交付金 35.9億円（４年度 35.9億円）

・放送法の規定に基づき、必要な事項を指定して、NHKに国際放送を行うことを要請することにより、
我が国の文化、産業等の事情を海外へ紹介し、我が国に対する正しい認識を培うことによって、国
際親善の増進及び外国との経済交流の発展等を図るとともに、在外邦人に対して必要な情報を提供。

［４］Open RAN 等の5G、光海底ケーブル、ICTソリューション、放送コンテンツ、郵便、消防、行政相談、統計等の海外展開

Ⅱ 内外の環境変化への対応
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６ 国際連携の強化・経済安全保障の推進

（５）日本型郵便インフラシステムの海外展開

・郵便業務の近代化・高度化に取り組む途上国や新興国を
中心に、我が国の優れた郵便業務のノウハウや関連機材・
システムの導入等を図ることで、日本企業の海外展開を後
押しするとともに、各国との協力関係の強化に貢献。

日本型
郵便インフラシステム

• 業務ノウハウ
• 関連機材・システム
• 郵便局ネットワークを活用したビジネス

郵便業務の近代化・
高度化に取り組む途上国や

新興国への導入

（６）万国郵便連合（UPU）への拠出金による国際協力の強化

・加盟国としての義務的分担金のほか、2010年以降、災害に強
く環境に優しい郵便局ネットワークを世界に普及させるため、
任意拠出金を提供し、UPUの災害対策プロジェクト等を積極
的に推進。

・郵便局ネットワークの社会的・経済的活用、郵便局ネット
ワークにおけるICTや最先端技術の活用、郵便セクターにお
ける脱炭素化の取組等についても更に推進。

UPUを通じた災害対策プロジェクト、
郵便ネットワークの社会的・経済的
活用プロジェクト等

【予算】ICT海外展開パッケージ支援事業（再掲）
４年度第二次補正 10.0億円、５年度 1.3億円の内数
（３年度補正 8.3億円、４年度 1.3億円の内数）

【予算】国際機関への貢献（万国郵便連合拠出金等）
7.0億円（４年度 6.0億円）

世界の郵便のネットワークの
強靱化・活用に貢献

［４］Open RAN 等の5G、光海底ケーブル、ICTソリューション、放送コンテンツ、郵便、消防、行政相談、統計等の海外展開

Ⅱ 内外の環境変化への対応
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（７）消防用機器等の海外展開

［４］Open RAN 等の5G、光海底ケーブル、ICTソリューション、放送コンテンツ、郵便、消防、行政相談、統計等の海外展開

Ⅱ 内外の環境変化への対応

【ベトナムとの消防分野における協力覚書に
基づく協議（H31年１月） 】

【フォーラムにおいてタイ内務省防災局幹部へ
日本製品を紹介】

・各国ごとの消防用機器等の規格･認証制度等の動向について
情報収集するとともに、国際規格・基準の分析・検討を
行うことにより、消防用機器等の国際標準化への対応を推進。

（a）日本規格に適合した消防用機器等の競争力の強化等

【予算】国際消防防災フォーラムを活用した
消防防災インフラシステム海外展開の推進
0.4億円（４年度 0.4億円）

【予算】消防用機器等の国際動向への対応
0.04億円（４年度 0.05億円）

【予算】日本規格に適合した消防用機器等の競争力強化
0.2億円（４年度 0.2億円）

・日本製品の海外展開を推進するため、東南アジア諸国に対し
日本の規格・認証制度の普及を推進するとともに、日本企業に
製品を紹介する場を提供。

（b）消防用機器等の国際動向への対応

ヨーロッパ規格 米国規格
国際規格

日本規格
・消 防 法

・規格省令等

中国規格

【国際標準規格の策定に係る国際会議での意見等を
通じて、国内規格との整合性を確保】
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（８）各国の公的オンブズマンとの連携・協力

・ベトナム、ウズベキスタン、イラン、タイとのＭＯＣ(協力覚書）に基づく協力事業の実施、国
際オンブズマン協会(ＩＯＩ)及びアジア・オンブズマン協会(ＡＯＡ)を通じた各国の公的オン
ブズマンとの連携等により、行政相談制度を海外に展開。

【予算】行政相談制度推進費 6.9億円の内数（４年度 0.2億円)

・令和４年10月、アゼルバイジャン（バクー）にて、アジ
ア・オンブズマン協会（ＡＯＡ）第23回理事会及びアゼ
ルバイジャンオンブズマン20周年記念会議が開催され、
日本の行政相談制度について発表。

・令和４年11月、ベトナム国家監察省のリエム副監察総監
が訪日。尾身副大臣と会談し、行政苦情救済分野におけ
る両省の協力関係を進めていくことで合意。

［４］Open RAN 等の5G、光海底ケーブル、ICTソリューション、放送コンテンツ、郵便、消防、行政相談、統計等の海外展開

Ⅱ 内外の環境変化への対応

<行政相談制度について発表（アゼルバイジャン）>

<尾身副大臣とベトナム国家監察省の訪日団一行>
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（９）統計ICTシステムの海外展開

・諸外国､特に開発途上国の関心が高いオンライン調査システム等を容易に海外展開できる
よう､現行の政府統計共同利用システムを基に国際展開用統計ICTシステム「e-Stat lite」
を開発し､導入支援することで､諸外国の統計の作成・提供の高度化に寄与。

オンライン調査
システム

政府統計の
総合窓口

・地図情報と統計ﾃﾞｰﾀ
を合わせて提供

統計GIS

・政府の保有している
統計ﾃﾞｰﾀを一元的に提供

・電子調査票を用いた
調査の実施

統計表管理
システム

統計情報
データベース

・政府が公表する電子媒体
の統計表を一元的に管理・
保存

・統計情報をﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化し、
任意の統計表作成や、各種
ｸﾞﾗﾌを表示

e-Stat lite

【予算】公的統計における情報通信技術の国際展開 0.01億円（４年度 0.01億円）

［４］Open RAN 等の5G、光海底ケーブル、ICTソリューション、放送コンテンツ、郵便、消防、行政相談、統計等の海外展開

Ⅱ 内外の環境変化への対応




