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アジア・ブロードバンド計画の推進 

 

総務省総合通信基盤局国際部国際協力課  

国際協力調査官 豊田麻子 

 

１ アジア・ブロードバンド計画 

 

 総務省は、関係府省と連携して、アジアにおけるブロードバンド環境の整備に向けた

行動計画として、「アジア・ブロードバンド計画」を２００３年３月に策定しました。

本計画は、我が国の国家ＩＴ戦略である”e-Japan 戦略Ⅱ“においても、着実に推進し

ていくこととされており、現在、官民の強力な連携を図りつつ、アジア各国との間で、

マルチ（多国間）の国際会議、あるいはバイ（二国間）の政策対話等を行い、ＩＣＴの

インフラ及びアプリケーションに係る具体的なプロジェクトの実施、人材研修の充実を

図っています。 

 

【アジア・ブロードバンド計画の７つの目標】 

 本計画は、２０１０年を目標年次として、次の７つの事項を実現することを通じて、

アジアが世界の情報拠点となることを目指しています。 

 

①全ての人々がブロードバンドにアクセス（各種公共施設からのアクセスを含む） 

②各国間を直接つなぐ十分な帯域の国際ネットワークの整備 

③ネットワークのＩＰｖ６への移行、ＩＣＴでアジアが世界をリード 

④人々が安心してＩＣＴを利用できる環境整備 

⑤文化財等のコンテンツのデジタル・アーカイブ化 

⑥主要言語間の機械翻訳技術の開発・実用化 

⑦情報通信分野の技術者・研究者を大幅に増加 

 

２ アジア・ブロードバンド推進会議 

本計画の具体的なプロジェクトを積極的に推進するために、昨年３月、民間の方々、

有識者の方々をメンバーとして、「アジア・ブロードバンド推進会議」（議長 森下洋一 

松下電器産業（株）会長）を設置し、①ネットワーク・インフラ整備、②アプリケーシ

ョン、コンテンツ、基盤技術開発、③人材育成、の３分野について、重点的に推進し、

また、２００５年度までに案件形成すべき施策等について、議論が行われ、昨年８月に

議長総括が発表されました。 

 

【アジア・ブロードバンド推進会議 議長総括の概要】 

(1) 施策の推進に当たっての基本的考え方 

 施策の推進に当たっては、以下の点に留意する必要がある。 

特集 



Space Japan Review, No. 39, February / March 2005                          2 

①アジア各国のネットワーク・インフラの整備状況に応じた施策を推進すべき 

②アジアの多様な文化や言語などの地域特性に即して、双方にとって最終的に大きな

経済効果を生む施策を推進すべき 

③アジアの実情やニーズの把握、各国のＩＣＴ国家政策との整合性の確保を図りつ

つ、我が国に実績や強みのある技術やシステムを活用した支援を推進すべき 

④急速な技術革新、ネットワークの広域性、計画から運営まで一貫した実施体制の必

要性など、ＩＣＴ分野の特徴を踏まえた迅速かつ柔軟なＯＤＡ支援を実現すべき 

また、「ネットワーク・インフラ整備」、「アプリケーション、コンテンツ、基盤技

術開発」、「人材育成」を連携させ、一体として推進すべきである。 

 

(2) ネットワーク・インフラ整備 

①高速国際回線に繋がる国内基幹通信網やデジタル放送網の整備の促進、低コストで

安全な国際通信環境の構築 

②光ファイバ、無線通信、ＩＰ電話など低コスト化が可能な最新技術の活用、テレセ

ンターの展開によるインフラ整備の促進、第３世代携帯電話等の導入促進 

 具体的には、「カンボジア・中部光ファイバ基幹通信網整備計画」、「バングラデシ

ュ・ＩＣＴインフラ整備計画」及び「モンゴル・ハンガイ地域及び中部地域の電気通

信網改修計画」を推進。 

 

(3) アプリケーション、コンテンツ、基盤技術開発 

①電子政府・電子自治体、遠隔教育、遠隔医療等の公共性の高いアプリケーション、

経済的波及効果の大きなコンテンツの電子商取引システムの開発・導入の推進 

②多言語翻訳支援システムの開発、メタデータの普及等によるコンテンツ流通、文化

遺産等のデジタル・アーカイブの構築の促進、ネットワーク・セキュリティに関する

国際的連携体制の構築 

③テストベッドを活用し、ユビキタスネットワーク等の技術・アプリケーションの開

発・実証の推進 

 具体的には、日本と各国の先端的な研究機関を光ファイバや衛星で結ぶテストベッ

ドによるＩＰｖ６、電子タグ、多言語翻訳支援システム等の技術開発、遠隔医療、遠

隔教育などのアプリケーション開発、テレセンターなどのパイロット・プロジェクト

支援を行う「アジア・ブロードバンド・プラットフォーム」の構築を推進。また、デ

ジタル・アーカイブ・ポータルサイトの構築を促進するとともに、「ベトナムＩＦＣ

計画」（電子政府の構築）や、「マレーシア・マルチメディア・ネットワーク教育プロ

ジェクト」（遠隔教育）を実施。 

 

(4) 人材育成 

①ＩＣＴ政策の企画から運用者までの多様な人材を育成するためのプログラムの充

実 

②遠隔教育やネットワークを通じた情報提供などによる効率的な人材育成の推進 
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③国際共同研究、企業と大学のパートナーシップなどを通じた、実践的な人材を育成

するシステムの構築 

 具体的には、「インドネシア政府職員に対するＩＣＴ能力向上計画」、「ベトナム第

三国研修（電気通信）」の実施、我が国における研修講義資料のデータベース化・ネ

ットワークを通じた提供、受講者のデータベース化によるフォローアップの強化・人

材ネットワークの構築を実施。 

23

アジア・ブロードバンド推進会議議長総括
2005年度までに実施すべき具体的プロジェクト例

人材育成

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
整
備

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン

政府職員の人材育成 「インドネシア政府職員に対するICT能力向
上計画」
専門家派遣や機材供与を組み合わせた技術協力により、今後の電子
自治体の運用を担う中央省庁及び地方政府職員の研修を実施

電子政府 「ベトナム・IFC計画」
15カ所のデータセンターと政府、学校、
病院等を結ぶ電子政府の構築、約１万ヶ
所のテレセンターを通じた情報サービス
の提供、人材育成を一体的に推進

電子政府 「ベトナム・IFC計画」
15カ所のデータセンターと政府、学校、
病院等を結ぶ電子政府の構築、約１万ヶ
所のテレセンターを通じた情報サービス
の提供、人材育成を一体的に推進

基幹通信網の整備 「カンボジア・中
部光ファイバ基幹通信網整備計画」

プノンペンを中心とした経済開発地域に、
約400km、約600メガビット／秒の光ファ
イバを整備

ルーラル地域網整備 「モンゴル・ハンガイ地域
及び中部地域の電気通信網改修計画」

県庁所在地と郡庁所在地間の回線を光ファイバ化
又はデジタル無線化、テレセンター22カ所の整備

ルーラル地域網整備 「モンゴル・ハンガイ地域
及び中部地域の電気通信網改修計画」

県庁所在地と郡庁所在地間の回線を光ファイバ化
又はデジタル無線化、テレセンター22カ所の整備

国際接続等の改善 「ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ・ICT
ｲﾝﾌﾗ整備計画」

国際交換局・衛星地球局の整備、基幹
通信網の光化、携帯網と固定網との相
互接続の改善 「アジア・ブロードバンド・

プラットフォーム」の構築等
・日本と各国を結ぶテストベッド
により、技術やアプリケーショ
ンを開発し実用化を促進

・パイロット・プロジェクトの
促進 等

メコン地域の人材育成 「ベトナム第三国研修（電気

通信）」
ベトナムの電気通信研修センターを核に近隣諸国の人
材を効率的に育成するため、第三国研修を実施

ネットワークを活用した人材育成
「アジアサイバーセミナー計画」
人材育成の講義資料等をデータベース化
し、ネットワークを通じて公開
「アジア人材ネットワーク計画」
人材育成の受講者のデータベースを構築
し継続的に最新情報を提供

遠隔教育 「マレーシア・マルチメ
ディア・ネットワーク教育プロジェクト」
講義内容の蓄積・編集を可能とする
システムへの高度化を図る技術協力
プロジェクト

遠隔教育 「マレーシア・マルチメ
ディア・ネットワーク教育プロジェクト」
講義内容の蓄積・編集を可能とする
システムへの高度化を図る技術協力
プロジェクト

22 

 

３ これまでの進捗状況 

 

（１） 各国との協力取り決め等 

タイ、マレーシア、インドネシア、ベトナム、カンボジア、香港、フィリピ

ン、中国、インドの情報通信主管大臣等との間で、アジア・ブローバンド計画

推進等で合意し、共同声明等を採択しました。また、これらの各国との共同声

明を受けて、タイ、マレーシア、インドネシア、ベトナム、カンボジア、フィ

リピン、インドとの間で、具体的な協力内容について政策対話を実施し、人材

育成を含む各種の協力プロジェクトを推進しています。 

また、多国間の協力枠組みとして、日中韓情報通信大臣会合において、情報

通信８分野（①国際協力、②３Ｇ・次世代移動通信、③次世代インターネット

及び電子タグ／センターネットワーク、④デジタルテレビ及びデジタル放送、

⑤ネットワーク・情報セキュリティ－、⑥オープンソース・ソフトウェア、⑦

電気通信サービス政策、⑧２００８年北京オリンピック大会）に関する協力取
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り決めに合意し、それぞれの分野ごとにワーキンググループを設置し、具体的

な内容の推進を図っています。 

 

15

各国との協力取決め等の状況

インドネシア
・共同声明を採択 (2003.9)
－電子政府推進への支援
－人材育成への支援

インドネシア
・共同声明を採択 (2003.9)
－電子政府推進への支援
－人材育成への支援

中国

ﾍﾞﾄﾅﾑ

タイ

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

カンボジア
・共同声明を採択 (2004.3)
－ネットワーク整備への継続的支援
－電子政府等公共アプリケーション
推進への支援

カンボジア
・共同声明を採択 (2004.3)
－ネットワーク整備への継続的支援
－電子政府等公共アプリケーション
推進への支援

ベトナム
・共同声明を採択 (2003.9)
－電子政府等公共アプリケーション推

進への支援
－ＩＣＴ政策・法・規制に関する協力

ベトナム
・共同声明を採択 (2003.9)
－電子政府等公共アプリケーション推

進への支援
－ＩＣＴ政策・法・規制に関する協力

マレーシア
・共同宣言を採択 (2003.1)
－ＩＣＴ分野の政策・規制の情報交換
－共同プロジェクト実施の促進

マレーシア
・共同宣言を採択 (2003.1)
－ＩＣＴ分野の政策・規制の情報交換
－共同プロジェクト実施の促進

日中韓（情報通信大臣会合）
・協力取決め締結 (2003.9、2004.7改正)

－情報通信８分野の協力関係の一層の
強化

日中韓（情報通信大臣会合）
・協力取決め締結 (2003.9、2004.7改正)

－情報通信８分野の協力関係の一層の
強化

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ

ﾏﾚｰｼｱ

日本

フィリピン
・共同声明を採択 (2004.8)
－遠隔教育に関する実証実験

の実施
－ＩＣＴマスタープラン作成・普

及への支援

フィリピン
・共同声明を採択 (2004.8)
－遠隔教育に関する実証実験

の実施
－ＩＣＴマスタープラン作成・普

及への支援

韓国

タイ
・協力覚書締結 (2003.1)
－ＩＣＴ分野の政策・規制の情報交換
－ブロードバンドの普及・ＩＣＴの開発
のための協力

タイ
・協力覚書締結 (2003.1)

－ＩＣＴ分野の政策・規制の情報交換
－ブロードバンドの普及・ＩＣＴの開発
のための協力

インド
インド
・共同声明を採択 (2005.1)
－ＩＣＴ政策・法・規制に関する協力
－ユビキタス・サービスやネットワーク
技術等の共同研究開発及び標準化
等の推進の協力

インド
・共同声明を採択 (2005.1)
－ＩＣＴ政策・法・規制に関する協力
－ユビキタス・サービスやネットワーク
技術等の共同研究開発及び標準化
等の推進の協力

中国
・覚書締結 (2005.1)
【情報産業部】
－３Ｇ・次世代移動通信、次世代インターネット、電気
通信管理及び競争政策等の分野における協力

【中国科学院】
－ブロードバンド、リモートセンシングによる地球環境
問題・災害に対応したモニタリング技術等の協力

－研究機関間による研究開発協力

中国
・覚書締結 (2005.1)
【情報産業部】
－３Ｇ・次世代移動通信、次世代インターネット、電気
通信管理及び競争政策等の分野における協力

【中国科学院】
－ブロードバンド、リモートセンシングによる地球環境
問題・災害に対応したモニタリング技術等の協力

－研究機関間による研究開発協力

15  

政策対話における各国からの要請

インドネシア 2004.2

－各種研修等への受入れ
－バンドン工科大学を通じての遠隔教育等についての
協力

－デジタル・ディバイド解消に向けた共同研究の実施に
ついての協力

－国際的なセミナー、ワークショップ等の開催

インドネシア 2004.2

－各種研修等への受入れ
－バンドン工科大学を通じての遠隔教育等についての
協力

－デジタル・ディバイド解消に向けた共同研究の実施に
ついての協力

－国際的なセミナー、ワークショップ等の開催

中国

ﾍﾞﾄﾅﾑ

タイ

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

タイ 2004.2

－日本－タイ間のテストベッドの拡充
－メコン川流域における情報通信分野
の発展についての協力

－アジア工科大学の人材育成プログラ
ムに関する協力

タイ 2004.2

－日本－タイ間のテストベッドの拡充
－メコン川流域における情報通信分野
の発展についての協力

－アジア工科大学の人材育成プログラ
ムに関する協力

インド

フィリピン 2004.3

－ルーラル地域におけるe-centerパイ
ロットプロジェクトの実施に向けた協力

－遠隔教育に関する実証実験の実施
－総合的なＩＣＴマスタープランの作成に

関する支援

－定期的な政策対話の継続
－ＩＣＴ政策、法、規制に関する協力
－ＩＣＴ専門家を通じたＩＣＴ分野の協力

フィリピン 2004.3

－ルーラル地域におけるe-centerパイ
ロットプロジェクトの実施に向けた協力

－遠隔教育に関する実証実験の実施
－総合的なＩＣＴマスタープランの作成に

関する支援

－定期的な政策対話の継続
－ＩＣＴ政策、法、規制に関する協力
－ＩＣＴ専門家を通じたＩＣＴ分野の協力

ベトナム 2004.3

－電子政府マスタープラン及びＩＣＴ開
発支援

－ＩＣＴ政策策定支援
－地方インターネット拡充計画の実現
－ＩＣＴ政策に関する人材育成プログラ
ムの実現

ベトナム 2004.3

－電子政府マスタープラン及びＩＣＴ開
発支援

－ＩＣＴ政策策定支援
－地方インターネット拡充計画の実現
－ＩＣＴ政策に関する人材育成プログラ
ムの実現

マレーシア 2004.5

－マレーシア・マルチメディア大学における 「マ
ルチメディア・ネットワーク教育向上計画」の
延長及び拡充

－情報通信研究機構研究開発拠点の設置
－ルーラル・インターネット・センターにおける電

子政府や遠隔教育などのアプリケーション拡
充等に向けた協力

－ブロードバンドの発展、ＩＰｖ６の普及に向けた
協力

マレーシア 2004.5

－マレーシア・マルチメディア大学における 「マ
ルチメディア・ネットワーク教育向上計画」の
延長及び拡充

－情報通信研究機構研究開発拠点の設置
－ルーラル・インターネット・センターにおける電

子政府や遠隔教育などのアプリケーション拡
充等に向けた協力

－ブロードバンドの発展、ＩＰｖ６の普及に向けた
協力

モンゴル 2004.6

－ルーラル地域向けの無線技術のパ
イロット実験への協力

－ハンガイ地域及び中部地域の電気通
信網改修プロジェクト採択に向けた協
力

モンゴル 2004.6

－ルーラル地域向けの無線技術のパ
イロット実験への協力

－ハンガイ地域及び中部地域の電気通
信網改修プロジェクト採択に向けた協
力

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ

ﾏﾚｰｼｱ

韓国

香港

日本

モンゴル

カンボジア 2004.10

－中部電気通信網整備計画の実現へ
向けた協力

－人材育成協力（携帯電話の周波数
監理、料金政策、電話番号政策、
電気通信市場の管理）

カンボジア 2004.10

－中部電気通信網整備計画の実現へ
向けた協力

－人材育成協力（携帯電話の周波数
監理、料金政策、電話番号政策、
電気通信市場の管理）
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（２） 具体的なプロジェクト等 

  ネットワーク・インフラ整備のための施策として、ベトナム南北光海底ケー

ブルの敷設、イラク南北マイクロ基幹通信網整備計画、カンボジア中部光ファイ

バ基幹通信網整備計画をＯＤＡで実施するとともに、ブロードバンド普及のため

の関連施策として、高度ＩＴ共同実験プロジェクト（シンガポールとの間で電子

商取引実証実験、中国との間で自動翻訳、ＩＰｖ６等に関する実証実験）、ＡＰ

ＩＩテストベッドプロジェクト（韓国との間で、遠隔教育、遠隔医療、ＩＰｖ６

等に関する実証実験）等を実施しています。 

 

プロジェクトの推進状況
（ネットワーク整備及びテストベッドによるアプリケーション等開発・実証の推進状況）

インド

韓国

光ファイバによるギガビット
級のＡＰＩＩテストベッドプロ
ジェクト（2003～）

日本－韓国
・遠隔教育、遠隔医療、IPv6 等

光ファイバによるギガビット
級のＡＰＩＩテストベッドプロ
ジェクト（2003～）

日本－韓国
・遠隔教育、遠隔医療、IPv6 等

光ファイバによる高度ＩＴ共同実験
（2003～）

日本－中国
・異文化コラボレーション環境
（自動翻訳支援機能を活用）

・デジタルコンテンツ制作
・移動通信（Beyond3G)実験 等

光ファイバによる高度ＩＴ共同実験
（2003～）

日本－中国
・異文化コラボレーション環境
（自動翻訳支援機能を活用）

・デジタルコンテンツ制作
・移動通信（Beyond3G)実験 等

光ファイバによる高度ＩＴ
共同実験（2001～）
日本－シンガポール
・電子商取引

光ファイバによる高度ＩＴ
共同実験（2001～）
日本－シンガポール
・電子商取引

日本

中国

ネットワーク整備（ベトナム南北光海底
ケーブル敷設）
（円借款195億円）2003.3閣議決定

ネットワーク整備（ベトナム南北光海底
ケーブル敷設）
（円借款195億円）2003.3閣議決定

シンガポール

NICTアジア研究連携センター

（2003．4開設）

１．タイ自然言語ラボラトリー
・自動翻訳の基盤技術の研究

２．シンガポール無線通信
ラボラトリー

・高度道路交通システム（ＩＴＳ）
・新世代モバイル通信

NICTアジア研究連携センター

（2003．4開設）

１．タイ自然言語ラボラトリー
・自動翻訳の基盤技術の研究

２．シンガポール無線通信
ラボラトリー

・高度道路交通システム（ＩＴＳ）
・新世代モバイル通信

タイ

ベトナム

ネットワーク・セキュリティ
の確保
Telecom-ISAC Japan と各国
ネットワーク・セキュリティ関係
機関との連携強化など

ネットワーク・セキュリティ
の確保
Telecom-ISAC Japan と各国

ネットワーク・セキュリティ関係
機関との連携強化など
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３ 今後の取組 

 

 総務省では、引き続き、アジア・ブロードバンド計画に基づき具体的なプロジェクト

の一層の推進に努めていくこととしており、今後も、アジア・ブロードバンド推進会議

等を通じて、具体的なプロジェクトの形成に向けて積極的に推進していきます。 ■ 

 


