JICA グローバル・アジェンダ
開発途上国の課題に取り組む 20 の事業戦略
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デジタル化の促進

DXで、
一人ひとりが
多様な幸せを
実現できる社会へ
デジタルの活用で
一人ひとりの安全な暮らしと
多様な機会・幸せを
実現できる社会を目指します。
デジタルテクノロジーと
データの活用でさまざまな
課題を効果的に解決し、
よりよい社会をつくります。
また、その基盤となる
情報通信環境の整備、
人材育成や産業創出を通し、
自由で安全なサイバー空間の
構築に取り組みます。

独立行政法人国際協力機構
（JICA）
は持続可能な開発目標
（SDGs）
を支援しています。

ISSUES

世界が直面する、
「デジタル化」の課題とは？

APPROACHES

世界のDX市場 は

デジタル化が進展するなか、
途上国がいかにその恩恵を
得られるかが課題です

DX

いまや生活に欠かせないインターネット。その利用
は経済社会の成長に不可欠です。デジタル化は開発
途上国にも広がっており、社会課題の解決と経済発

年間16％成長
UnivDatos Market Insights Pvt Ltd, Digital Transformation Market:
Current Scenario and Forecast (2020-2026)

産性の実現など、ICT（情報通信技術）を使っていかに

2025年には

社会をよりよくできるか、途上国は新たな発展機会
に乗り遅れないように取り組む必要があります。

GSM Association,
The Mobile Economy 2021

80%

スマート農業

センサーで土壌や気温、生育状況をリアルタイムで把握し、肥
料や水量を最適化して収量を向上
（正しく把握・判断する）

遠隔医療

診療データ・画像を専門医らが遠隔で確認し、現場への助言
や現地医療従事者の能力強化を実現
（効率的に実行する）

スマートシティ

デジタル技術を用いて状況や課題を把握し、分野複合的な都市
マネジメントのもと、質の高いサービスを提供（領域を融合する）

モバイルバンキング

スマートフォンアプリによって銀行等のない地方部からの金融
サービス利用を実現
（行き渡らせる）

行政デジタル化

行政にデータ基盤やITシステムを導入し、住民一人ひとりのニー
ズに細やかでスピーディーに対応（細やか・速やかに対応する）

開発事業でのDX推進
途上国の開発事業にデジタル技術を活用し、DX（デ
従来よりいっそう効果的に開発インパクトを生み出す

世界の

に解決できなかった課題への対応や、高い成長や生

DXを通じて開発効果に期待できる具体例
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ジタル・トランスフォーメーション）を推進すれば、

スマホ普及率 は
2019年の 65 %から

展に大きな期待が寄せられています。これまでは容易

協力方針

問題解決に向けた、２つの協力方針

ことが可能になります。JICA は、さまざまな分野で
協力効果の増大、新たな価値の創出に取り組みます。

に
透明性

インターネットを
使えない人は

デジタル化の格差、
サイバー空間の安全性は深刻な問題です

33億人

ない人々が数多く存在します。先進国と途上国の間の格差だけで
若者と高齢者など、デジタルをめぐる格差は顕在化しています。

緻密・迅速

また、情報通信網が各国に普及するなかで、その安全性に対す

1兆ドル以上

る懸念は増しています。人々をリスクにさらすさまざまなサイバ
ー犯罪が出現・増大し、途上国では情報通信基盤の整備とともに、
サイバーセキュリティへの対応も急務となっています。

CSIS & McAfee (2020),
The Hidden Costs of Cybercrime.

日本とJICAは、なぜ取り組むのですか？
情報通信環境の
整備

国際社会のより質の高い発展へ、自由で安全なデジタル化に貢献します
開発途上国の成長、国際社会の発展は、世界で主流化しつ

ことで経済発展と社会課題の解決を両立する人間中心の社会

進み得なくなっています。そのため、途上国がデジタル化の恩

（Society 5.0）や信頼性のある自由なデータ流通（DFFT）の実

恵を享受し、そのリスクを削減することへの支援は今後ますま

現に取り組んでいます。途上国との長年の協力パートナーであ

す重要なテーマとなります。また、国境を越えて広がる安全な

る JICA として、これらの課題に国内の知見・技術を活かしな

サイバー空間は各国が協力して構築する必要があり、日本にと

がら取り組みます。
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Society 2.0
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Society 5.0

農耕社会

民間事業者を支える
公的基盤整備を支援

っても重要な事項です。日本は、先端技術を生活に取り入れる

つある経済や社会活動のデジタル化への対応なしには、適切に

狩猟社会

把握・判断

統合・融合

なく、途上国の国内においても、都市部と農村部、男性と女性、

サイバー犯罪が
世界に与える被害額は

REASONS

包摂・浸透

一方で、途上国では依然としてインターネットにアクセスでき

International Telecommunication Union (ITU)
World Telecommunication/ICT Indicators Database

年間

効率・正確

工業社会

情報社会

創造社会
AI

サイバー
セキュリティの強化

デジタル人材・
産業の育成
デジタル化の担い手を育て、
日本との交流にも期待

公的部門・民間部門の
情報を守る人材・組織を育成

協力方針
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デジタル化のベースとなる基盤整備
途上国がデジタル経済によって便利で豊かになるためには、

献していきます。

人々がインターネットにつながり、個々の「欲しい」に合った

また、多くの人がインターネットにつながるための均質で安定

サービスが安全に提供されなければなりません。自由で安全な

的な情報通信インフラ整備に向けた協力、さらに生活が便利に

デジタル空間を実現するため、JICA はサイバーセキュリティ

なるサービスを提供する人材育成と産業創出を支援します。こ

分野の人材をこれまでに約 30 か国で育成してきました。今後

れらの協力にあたって日本の企業や大学、自治体等と連携し、

も世界各国の中核人材の育成を通じて、経済社会の安全に貢

ともに発展できる環境と関係づくりにも取り組んでいきます。

CASES

1

取り組み事例

遠隔技術を駆使して
新型コロナのICU治療を
世界各地でサポート

日本

開発途上国の病院

新型コロナウイルスの感染拡大で集中治療室
（ICU）を必要とする患者が増加する一方、途上国で
は治療の専門知識や技術が追いついていません。そ
こで、遠隔技術を駆使した医療支援を実施。日本の

遠隔で研修を受けるインドネシアの医師

専門の医師・看護師と途上国の各病院にいる ICU 医

ICU室

療者を通信システムで結び、技術的な助言や研修を
すべて遠隔で行うという新たな取り組みです。医療
体制の着実な底上げにつなげるため、2021 年より約

10 か国での支援を進めています。
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ベトナムでサイバーセキュリティの
人材研修や啓発用アニメを制作

ベトナムでは 2014 年からサイバー攻撃が急激に増加して
いますが、政府機関や関連組織の情報システムには多くの脆
弱性があり、国家としてのセキュリティ対策強化が重要な課
題です。JICA では 2019 年より、同国の情報通信省情報セキ
ュリティ局に対して専門性の高い研修や機材提供を行い、サ
イバーセキュリティに関する品質管理や対応能力の向上に貢
献。また、子どもへの啓発を目的としたアニメ教材なども制
作し、国全体の意識と対応力を高めています。

ベトナム情報セキュリティ協会への説明会

パートナーとの協働

多様なパートナーとの連携、宇宙技術やAIも積極的に活用
迅速性や先進性が求められるデジタル化の促進において

活用するため、民間企業、大学・研究機関との連携を積極

は、先端技術やイノベーティブなアイデアを有する民間企

的に進めます。そして、相手国及び JICA 内外のパートナー

業や NPO・NGO、公益団体、国際機関等とのパートナーシ

と新しい取り組みを試行・実証しながら、ともに成果を生み

ップが欠かせません。これまでの方法にとらわれることな

出し、それが日本国内にも還元されることも目指していき

く、宇宙技術や AI、ビッグデータなど新たな知見や技術を

ます。

〒102-8012
東京都千代田区二番町5-25 二番町センタービル
TEL: 03-5226-6660～6663
（代表）
Eメール: jicagp@jica.go.jp
独立行政法人国際協力機構
（JICA／ジャイカ（注））
は、日本の政府開発援助のうち、
二国間援助の実施を一元的に担う国際協力機関です。世界の約 150 か国・地域へ
協力しています （注）JICA／ジャイカはJapan International Cooperation Agencyの略称です。
詳細はこちらのページをご覧ください www.jica.go.jp/activities

JICA グローバル・アジェンダとは
2030 年の SDGs 達成への貢献や、
「人間の安全保障」
「質の高い成長」
「地
球規模課題への取組」
といった、日本が開発協力で目指す理念の実現の
ために、JICA が掲げる 20 の課題別事業戦略。課題の分析に基づいたグ
ローバルな目標を掲げ、その達成に向けて開発協力事業の成果を上げる
べく取り組みます。さらに、途上国はもちろん国内外のさまざまなパー
トナーとの対話と協働を促進し、開発協力の成果の拡大を目指します。
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