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31.4
CHF 10億 

スイスICT産業の 
合計販売額

1,106
ネットワークセキュリティの 

スイスの特許数（2017）

> 50% 
のグローバルデジタルポリシーが 

ジュネーブで発生

サイバーセキュリティ拠点としての 
スイス
概要
中立性や法の確実性、政治的安定性などのスイスの長所は、サイバーセキュリティのセク
ターにおいても有効です。中でも最高のアセットは、高レベルのプライバシー保護と規制
密度の低さです。スイスは他の国と比べ、非常に優れたインターネットインフラを擁して
います。信頼性とコスト効率に優れた電力供給は、データセンターおよびセキュリティオ
ペレーションセンター（SOC）のサーバの滞りない稼働を確保します。さらに、スイスはサ
イバーセキュリティにおける専門性の高いエンジニアの大きな人材プールを提供してい
るため、テック業界のトップ企業が研究ハブをスイスに設置していることでも知られます。

人道主義的な伝統を持つスイスは、世界におけるサイバーセキュリティ改善に重要な貢
献を果たし、ICTの平和利用を推進しています。スイスにはインターネットソサエティやイ
ンターネットガバナンスフォーラム（IGF）、ディプロファウンデーション、国際電気通信連
合（ITU）、ICT4PEACE、WEFサイバーセキュリティセンターなどの多くの団体の本部があ
ります。

オフィシャルプログラム

4



研究開発（R+D）
• スイスの高い専門性は卓越したエンジニアリング、暗号化、アル

ゴリズムによって定義されるものです。スイスはセキュリティお
よび暗号化において強固な商業基盤を有しており、Kudelskiや
OneConsult、Infoguard、Omnisec、Securosysに加え、量子暗号
において世界をリードするIDQuantiqueなどの企業を擁してい
ます。さらに、スイスの多くの企業は、サイバーセキュリティのあ
らゆる分野において極めて実用的なアプローチの特殊なサー
ビスを提供しています。

• ハードウェア製造においてセキュリティの懸念はますます重要
なものとなっている中、最適なデバイスセキュリティを提供でき
る製造過程の需要は増え続けています。Securosysなどのスイス
企業は、「スイス製」の製品と製造方法における信頼性と品質、エ
ンドツーエンドのセキュリティにおいて国際的な評価を築いて
います。スイスの小規模な企業はチューリッヒ工科大学（ETHZ）
やスイス連邦工科大学ローザンヌ校（EPFL）から派生している
ため、特に携帯電話の暗号分野において優れており、最新技術
を提供しています。

• スイスにおける最大のサイバーセキュリティ分野は、ネットワー
クセキュリティです。2017年、スイスからこの分野における1,106
件の特許が生み出され、そのうち151件が大きな影響力を持つ
特許であると分類されています。ハードウェアセキュリティ分野
においては、スイスの特許数は2000年以来61件から847件に増
えています。

• ジュネーブは、インターネットソサエティや、ITU、インターネッ
トガバナンスフォーラム事務局などの重要な団体を抱えている
ことで、インターネットガバナンス分野の中心地として認識され
ています。ジュネーブは世界のインターネットアクティビティの
50%以上の所在地となっています。

• ETHZは世界で5本の指に入るサイバーセキュリティのチームを
擁しています。クロスセクションのチューリッヒ情報セキュリテ
ィ&プライバシーセンター（ZISC）は2003年にETHZで設立され
ました。ZISCは産業および政治と協力して、難しさを増している
情報セキュリティへのソリューション開発に明確な技術的フォー
カスを提供しています。ETH-ZISCの科学者は、次世代のネットワ
ーク、サイバーフィジカルシステム、およびクリプトグラフィーに
携わっています。

• 研究者のAdrian Perrigは新しいETHZの情報セキュリティ機関
で新しいSCIONインターネットアーキテクチャを開発していま
す。このセキュリティアーキテクチャは、望まない転送を中央化
されたコントロールコードを介して妨げ、サイバーアタックに対し
て高度な保護を提供します。スイス国立銀行（SNB）もScionとパ
イロットプロジェクトを実施しています。

• マルチニーに所在するIdiap研究所は、スイスの生体認証の研
究評価センターがあることでその名を知られており、Googleの
Abacus研究プロジェクトのヨーロッパで唯一のパートナーに選
ばれています。さらにアメリカの諜報部門に属するIARPAもなり
すまし攻撃に関して、Idiapとパートナーシップを締結していま
す。

• スイスは新しい教授職やプログラムを介して、高まる専門家の
需要に応えています。この目的のために、チューリッヒ工科大学

（ETHZ）でサイバーセキュリティに関する2つの継続教育コー
ス作成の準備が進められています。ルツェルン応用科学芸術大
学では2018年の秋から、インフォメーションおよびサイバーセ
キュリティの学士号が提供されるようになり、専門団体「ICT-Be-
rufsbildung Schweiz」は産業および軍と協力してITセキュリティ
の国家資格を計画中です。

• ツークに所在するスイスのクリプトバレーなど、スイス内の多く
の地域は、スマートコントラクトから暗号通貨まで、データ処理
のためのブロックチェーンに基づく技術を活用するスタートアッ
プで構築されるイノベーティブな産業を持っています。

特許ポートフォリオ規模面において卓越した研究企業

ハードウェア ネットワーク 認証
IBM  IBM Kudelski
Kudelski Cisco Swisscom
Alphabet Kudelski Alphabet
Nokia Swisscom Schindler Holding
UBS  Nokia SICPA
Intellectual Ventures Qualcomm IBM
Siemens ABB Dormakaba
Western Digital Adobe Glory Ltd.
Oracle Alphabet Amadeus IT Group
Intel ID Quantique Swatch

出典: BAK Economics, 2018
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とスイスのサイバーセキュリティ市場
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費用および融資
• 2017年、サイバーセキュリティ専用のスイスで最初のアクセラレ

ータがジュネーブで開始されました。「Rising Star」アクセラレー
タはヨーロッパ全土の潜在的スタートアップに、市場への参加を
準備させるための24週間のトレーニングとネットワーキングプロ
グラムを提供します。

フレームワーク条件と市場参加
• スイス政府もサイバーセキュリティの高まる重要性を認識して

います。2018年4月18日、スイス連邦参事会は新しく開発された
2018年から2022年までの「サイバーリスクからスイスを保護する
ための国家戦略（NCS）を承認しました。本戦略の主要な要素と
しては、技術および知識の発展、国際協力の奨励、事件管理と危
機管理の強化、サイバープロセキュージョンにおける協調、軍に
よるサイバーディフェンス手段などが挙げられます。この認識の
高まりは、サイバーセキュリティのソリューションに対する需要と
専門家の必要性を増加させています。

• 2004年以来、情報安全のための報告・分析センター（MELANI）は
個人、事業、および国内の重要なインフラのオペレーターの一部
に、サイバーセキュリティに関する脅威と方針の情報を提供して
います。スイス連邦参事会は議会の依頼を受け、国家レベルでサ
イバーセキュリティの卓越した研究拠点を設立しています。

• 例えばアメリカ合衆国などと比べて、スイスは個人情報に対して
著しく大きな法的保護を提供しています。近年の急速な技術的発
展を受けて、スイス連邦データ保護法の改正も実施中です。スイ
スの法律はヨーロッパレベルのデータ保護規則（EU GDPR）にも
合わせて調整されており、スイスとEU間における同水準のデー
タ保護が確保されています。

• サイバーセキュリティの未来はフィンテック産業の発展と強い関
わりがあり、その逆も同じです。フィンテックの拠点として、スイス
は既に世界市場において強固な位置を築いています。これは安
定した金融センターとして歴史的に確立された評価によるもの
です。スイス当局は新しいビジネスモデルへの市場アクセスを
手配するために、積極的に規制の調整を行っています。

• 国家レベルでの構想である「digitalswitzerland」はスイスをサイ
バーセキュリティ産業において世界をリードするデジタル事業拠
点とすることを目標の一つとしています。これによって、政府およ
びGoogleやUBS、スイスコムなどの大企業の支援を受けている
様々な方策が導入されています。

• 2017年6月には、連邦議会参事のギー・パルムラン防衛相がサ
イバーディフェンスのアクションプラン（APCD）に署名しまし
た。APCDはサイバー脅威に対するスイスの防衛機構を大きく強
化するものであり、2020年までに150から170の雇用を生み出すこ
とにもなります。事業、当局（軍隊）、そしてスイスの大学間の協
力と連携がAPCDの主要な要素となります。

州の全なインターネットサーバー
人口100万人あたりの全なインターネットサーバー数、2017年、ヨーロッパ

国  軒

 リヒテンシュタイン 11,018

 マン 4,825

 モナコ 4,234

 アイスランド 3,162

 スイス 3,063

 オランダ 2,906

 ルクセンブルク 2,634

 ノルウェー 2,077

 マルタ 1,906

 フィンランド 1,791

出典: 行、2017年



現在の動向
• 政治の中立性と高い技術力により、スイスは新しい「デジタル

トラスト」を作るのに最適な場所となっています。この理由によ
り、EPFLは2017年の終わりに「デジタルトラストセンター」を設立
することを発表しました。政治および事業と協力し、当センターは
サイバーセキュリティ、データ保護、プライバシーに関する卓越
したプラットフォームとなることを目的としています。このフレー
ムワークにおいて、2018年に2つの教授職も追加されました。

• サイバーアタックの世界的な脅威に対抗するために、世界経済フ
ォーラム（WEF）は2018年の初めに、およそ40人のフルタイム勤
務者を持つグローバルサイバーセキュリティセンターを設置する
ことを発表しました。スイスを本部とするこの新センターは、WEF
が監督する独立機関であり、世界における安全なサイバースペ
ースを確立し、世界中の個人と政府間の協力を強化するもので
す。加えて、フィンテック企業とデータ収集機関のサイバーセキ
ュリティを改善させるための協会も創立されています。

連絡先および詳細情報

関連官庁および規制機関
Federal IT Steering Unit （FITSU）
www.isb.admin.ch

MELANI、情報安全のための報告・
分析センター 
www.melani.admin.ch

FDFA、スイス連邦外務省、セキュリ
ティポリシー部門（DSP）
www.eda.admin.ch 

DDPS、スイス国防・民間防衛・スポ
ーツ省 
www.vbs.admin.ch

FINMA、スイス金融市場監査局
www.finma.ch/en

イノベーションおよびスタートアッ
プのサポート
www.ifj.ch
www.innosuisse.ch
www.kickstart-accelerator.com
www.risingstaraccelerator.ch
www.startupticker.ch
www.zisc.ethz.ch

協会及びネットワーク
www.asisonline.ch
www.digitalswitzerland.com
www.diplomacy.edu
www.gcsp.ch
www.giplatform.org
www.ict4peace.org
www.internetsociety.org
www.intgovforum.org
www.isss.ch
www.itu.int
www.sig-switzerland.ch
www.swiss-cyber-experts.ch
www.swisssecurity.org
www.weforum.org/centre-for-cy-
bersecurity

出版物
スイス・ベンチャー・キャピタル・レポ
ート2018
www.startupticker.ch

S-GEリソース
スイスのデータセンターの 
ファクトシート
www.s-ge.com/data-centers

事業展開ハンドブック
www.s-ge.com/ 
handbookforinvestors

支援： 
Open Systems AG

2018年9月

スイス・グローバル・エンタープライズ
電話 +41 44 365 51 51 | invest@s-ge.com | s-ge.com/invest

関係者の声

「我々はあらゆるサイバープロテクションのニーズ
を網羅するデータセキュリティおよびバックアップ
サービス分野において、グローバル市場をリードし
ています。 2008年、我々はスイスのシャフハウゼン
に国際本社を設立しました。 現在我々は、テクノロ
ジーとイノベーションのハブとなる「シンギュラリ
ティ シティ（Singularity City）」を開始するための作

業を行っています。 ここスイスにある拠点から、我々はヨーロッパ
の他の地域、そして世界の他の地域に簡単にアクセス可能です。 
スイスの他の利点としては、政治と経済の中立性および安定性、
教育と科学への支援、多くの国際的なテクノロジーおよびビジネ
スセンターがあることなどが挙げられます。

JOHN ZANNI 
アクロニス プレジデント 
www.acronis.ch
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