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ＩＣＴの利活用に関する国際比較

分野 指標の例 出所 日本の
順位・数値

上位の国

医療 福祉 ﾚｾﾌﾟﾄ（診療報酬請求）のｵﾝﾗｲﾝ化率 厚労省 1 4% 韓国医療・福祉 ﾚｾﾌ ﾄ（診療報酬請求）のｵﾝﾗｲﾝ化率 厚労省 1.4% 韓国（91%） ※二国間の比較

教育・人材 学校におけるインターネット接続 ＷＥＦ＊1 18位 ｱｲｽﾗﾝﾄﾞ、ｽｳｪｰﾃﾞﾝ、ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ、韓国、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

校内ＬＡＮ整備率 総務省 56.2%＊2 韓国（100%）＊3、米国（94%）＊4 ※三国間の比較

E-ラーニングの普及率 ｱｸｾﾝﾁｭｱ
＊11

4.5% 韓国（52.0%）、中国（42.5%）、ｵｰｽﾄﾗﾘｱ（35.0%）

就労・労務 就業人口に占めるﾃﾚﾜｰｸ比率2006 国交省 10.4% ｱﾒﾘｶ（32.2%)＊5,ｵﾗﾝﾀﾞ(26.4%)＊6,ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ(21.8%)＊6

行政サ ビス 政府のICT利用と効率性の改善 ＷＥＦ＊7 57位 ｴｽﾄﾆｱ ｼﾝｶﾞﾎﾟ ﾙ ｱｲｽﾗﾝﾄﾞ ﾁﾘ ﾃﾞﾝﾏ ｸ行政サービス 政府のICT利用と効率性の改善 ＷＥＦ＊7 57位 ｴｽﾄﾆｱ、ｼﾝｶ ﾎ ｰﾙ、ｱｲｽﾗﾝﾄ 、ﾁﾘ、ﾃ ﾝﾏｰｸ

電子申請・電子調達等オンライン
サービスの利用度合

ＷＥＦ＊7 40位 ｴｽﾄﾆｱ、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ、ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ、ﾃﾞﾝﾏｰｸ、ﾏﾙﾀ

文化・芸術 コンテンツ産業規模 ＧＥＭＯ*8 1039 6B$ ｱﾒﾘｶ（5534 9億ドル） ※二国間の比較文化・芸術 コンテンツ産業規模 ＧＥＭＯ 1039.6B$ ｱﾒﾘｶ（5534.9億ドル） ※二国間の比較

企業経営 幅広い業務におけるインターネットの活用

経営戦略策定ｻﾎﾟｰﾄにIT導入している企業

ＷＥＦ＊7

経産省＊9

13位

49%

韓国、ｲｷﾞﾘｽ、ｴｽﾄﾆｱ、ｵﾗﾝﾀﾞ・ｽｳｪｰﾃﾞﾝ

ｱﾒﾘｶ（65%）、韓国（43%） ※三国間の比較

注釈：*1 世界経済ﾌｫｰﾗﾑ（WEF）国際競争力ﾚﾎﾟｰﾄ2007年
*2 文部科学省調査、2007年3月時点の数値

*5 ｱﾒﾘｶﾃﾚﾜｰｸ協会2005年調査
*6欧州委員会SIBISプロジェクト2003年調査

*9 経済産業研究所調査、2007年

1

文部科学省調査、 年 月時点の数値
*3 米国教育省調査、2005年秋時点の数値
*4 韓国教育開発員調査、2005年12月時点の数値

6 欧州委員会SIBISプロジェクト2003年調査
*7 世界経済ﾌｫｰﾗﾑ（WEF）Global Information Technology Report 2006 
*8 Global Entertainment and Media Outlook:2006-2010’（2005年調査）



ＩＣＴの利活用に関する国際比較

分野 指標の例 出所 日本の
順位・数値

上位の国

環境・
適 な 際 較 デ タが た な た 割愛

環境
エネルギー

交通・物流 物流管理・商品配送にIT導入している企業 経産省＊9 65% ｱﾒﾘｶ（64%）、韓国（56%） ※三国間の比較

アジアにおけるIC乗車券等の導入状況 国交省＊10 2914万枚 韓国( 枚)中国( 枚) ｼﾝｶﾞﾎﾟ ﾙ( 枚)

適切な国際比較のデータが見当たらないため、割愛

アジアにおけるIC乗車券等の導入状況 国交省＊10 2914万枚 韓国(2620万枚),中国(4086万枚),ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ(900万枚)

安心・安全 法人におけるﾌｧｲﾔｰｳｫｰﾙ整備率 ｱｸｾﾝﾁｭｱ
＊11 71.6% 中国（91.5%）、ｵｰｽﾄﾗﾘｱ（84.7%）、

ﾄﾞｲﾂ（79.9%）、ｲｷﾞﾘｽ（80.0%）

法人における情報ｾｷ ﾘﾃ 監査の実 ｱｸｾﾝﾁ ｱ 41 8% ﾄﾞｲﾂ（46 6%） ｼﾝｶﾞﾎﾟ ﾙ（41 0%）法人における情報ｾｷｭﾘﾃｨ監査の実
施率

ｱｸｾﾝﾁｭｱ
＊11 41.8% ﾄ ｲﾂ（46.6%）、ｼﾝｶ ﾎ ｰﾙ（41.0%）、

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ（38.6%）、ｲｷﾞﾘｽ（34.0%）

電子商取引 電子商取引市場規模 経産省＊12 152.3兆円 ｱﾒﾘｶ（114.7兆円） ※二国間の比較

注釈：**9 経済産業研究所調査、2007年
*10 ＩＣ乗車券等国際相互利用促進方策検討委員会中間報告
*11 「ＩＴ利用環境基盤の国際比較に関する調査」2005年
*12 「平成18年度電子商取引に関する市場調査」
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ＩＣＴの利用環境に関する国際比較

分野 指標の例 出所 日本の
順位・数値

上位の国
順位 数値

プライバシーの保護 企業におけるｾｷｭﾘﾃｨｰﾎﾟﾘｼｰの策定率 アクセン
チュア＊1

26.9% ｵｰｽﾄﾗﾘｱ、ｱﾒﾘｶ、中国、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

情報のセキュリティ確保 ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨについて適切な対応 IMD＊2 25位 1位：ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ
がなされている国

電子商取引環境の整備 電子商取引化率（EC化率） 経産省＊3 11.7% ｱﾒﾘｶ（4.8%) ※二国間の比較

違法・有害コンテンツ、
迷惑通信 の対応

情報ｾｷｭﾘﾃｨに関する教育・研修の
実施率

アクセンチュ
ア＊1

32.3% ｲｷﾞﾘｽ、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ、ｵｰｽﾄﾗﾘｱ、中国
迷惑通信への対応 実施率

知的財産権への対処 特許と著作権の保護が十分に実施
されている国

IMD＊2 16位 1位：スイス

新たな社会規範の定着 適切な国際比較のデ タが見当たらないため 割愛新たな社会規範の定着

情報リテラシーの浸透 ICT Opportunity Index –Skill Data
（ICTの普及率、アクセス機会を総合的に数値化
して評価する指標のうち、成人の識字率、初等・
中等 高等教育 粗就学率に注目した指標）

ITU＊4＊6 34位 ｲｷﾞﾘｽ、ｵｰｽﾄﾗﾘｱ、ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ、ｽｳｪｰﾃﾞﾝ

適切な国際比較のデータが見当たらないため、割愛

中等・高等教育の粗就学率に注目した指標）

地理的ディバイドの克服 Digital Opportunity Index
（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ、ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ、ﾓﾊﾞｲﾙの普及率、ｶﾊﾞｰ
率等のｱｸｾｽ機会を国別で総合的に表した指標）

ITU＊4 2位 韓国、ﾃﾞﾝﾏｰｸ、ｱｲｽﾗﾝﾄﾞ、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

地球環境や心身の健康
への配慮

サイバー対応制度・
慣行の整備

ＩＣＴ関連法令の整備 WEF＊5 29位 ﾃﾞﾝﾏｰｸ、ｴｽﾄﾆｱ、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ、ﾄﾞｲﾂ、ｽｳｪｰﾃﾞﾝ

適切な国際比較のデータが見当たらないため、割愛
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慣行の整備

注釈： *1 「ＩＴ利用環境基盤の国際比較に関する調査」2005年
*2 ＩＭＤ「国際競争力年鑑２００７」
*3 「平成18年度電子商取引に関する市場調査」

*4 ＩＴＵWorld Information Society Report 2007
*5 世界経済ﾌｫｰﾗﾑ（WEF）国際競争力ﾚﾎﾟｰﾄ2007年

*6 UNESCOデータを基に、高等教育・中等教育・
初等教育の就学率の各々に重みづけを行った上で、
指数化している。


