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73 
のデータセンターは、

 いわゆるコロケーション式に、
 複数の企業によって
シェアされています

主要データ

出典：スイス連邦統計局 （BFS）;  
datacentermap、 2018
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スイスにおけるデータ保護
概要
企業は、増加する一方の膨大なデータを随時、安全に保存しなければならないという課題
に直面しています。スイスはこの課題を早い時期に認識し、センシティブなデータを保管
するためのセンターへと発展しました。高水準のデータ保護技術及びスイスの政治·経済
の安定が、理想的な枠組み条件を作り上げています。さらには、優れたサーバーインフラ、
高速インターネット、費用効果が高く安定した電力供給システム、情報通信技術（ICT）の
専門家のおかげでデータセンターへのアクセスが高まっています。

西ヨーロッパのデータセンター
施設数によるランキング

出典: datacentermap、2018

国名  軒数

 英国 249

 ドイツ  190

 フランス 147

 オランダ  95

 スイス 73

国名  軒数

 イタリア 69

 スペイン 58

 スウェーデン  51

 ベルギー  32
 デンマーク  29
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スイスの代的なコロケーションおよびデータセンターのプロバイダー一

出典: asut, 2018年
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研究開発（R＆D）
• スイスの人々は、国際的に見ても、極めて革新的です。住民数あ

たりの欧州内での特許申請数を見てみると、2017年にスイスは
住民100万人あたり884件も申請しています。この結果により、ス
イスは引き続き、国際比較で欧州のトップとなりました。

• スイスは暗号処理の分野で多くのノウハウを持っていま
す。Crypto、Omnisec、Qnective、Adeyaを代表とするスイス企業
は情報セキュリティ分野で世界をリードしています。

• スイスは新しいテクノロジーやインターネットに精通した高水準
な人材の宝庫です。そうして、スイスは該当する分野の国際ラン
キングで、定期的にトップの座を獲得しています。それらのラン
キングには、ネットワーク・レディネス指数（WEF）、デジタル競争
力指数（IMD）あるいはグローバル・イノベーション・インデックス

（INSEAD）などが挙げられます。

• スイス連邦工科大学チューリッヒ校（ETHZ）の情報セキュリティ
研究所では、情報セキュリティ、システムセキュリティ、ネットワー
クセキュリティの専門家を育成しています。その一部としてチュ
ーリッヒ情報セキュリティ·プライバシーセンター（ZISC）がありま
す。このセンターでは、arma suisse、Credit Suisse、Kabaなどの企
業と大学が密接に協働し、情報セキュリティに関する時代に即し
た研究と教授に取り組んでいます。

予算と資金
• スイスの電力料金は手頃で安定しています。電気供給は高い自

給率を誇り、近隣諸国に比べ、電力輸入への依存は低くなってい
ます。

• 新規のデータセンターを建設するコストは1平方メートルあたり
平均1万から2万スイスフランです。毎年スイスではデータセンタ
ーの建設に2億－4億スイスフランが投資されています。

• スイスの誘致支援に関する政策では、さまざまな支援プログラ
ムを連邦とカントン（州）のレベルで立ち上げています。スイスで
外国企業が起業または移設する場合、州レベルで法人税及び資
本税が10年間を上限に全額または一部免除されます。

基本条件と市場アクセス
• 視覚化、クラウドサービスの使用や、アウトソーシング／コロケー

ションの増加は、データセンター用の敷地の更なる拡大を必要と
しています。サービスプロバイダー（いわゆる第三者プロバイダ
ー）によるスイスにおける商業的データセンターの総面積は、約
20万㎡にもおよびます。これは、27面以上のサッカーフィールド
を設置できる広さです。スイスは、第三者プロバイダーによるデ
ータセンターの件数で、欧州トップ10の上位に進出しています。

• スイスは人口100万人あたりの国際比較で、安全なインターネッ
トサーバーを保有する国第5位としてランク付けされました。
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出典：スイス連邦統計局（BFS）、 2018年

欧州産業用電気料金、2017年
CHF/kWh、中電圧
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欧州の安全なインターネットサーバー
人口100万人あたりの安全なインターネットサーバー数、2017年、ヨーロッパ

国名  軒数

 リヒテンシュタイン 11,018

 マン島 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: 世界銀行、2017年



• スイスのデータセンター面積は過去数年にわたり、毎年約10
－15 ％ほど拡大しています。予測によると、全世界におけるデー
タ量は2020年までに10倍に膨れ上がると言われています。バー
チャル化による効率向上に伴い、スイスは安全で高品質なデー
タセンターの国際的な拠点としての地位を確立しています。

• スイスには卓越したデータホストインフラがあります。物理的な
リスクだけでなく、サイバー攻撃の脅威に対抗する最新のインフ
ラを伴うデータセンターのプロバイダー市場は、著しい成長を
遂げています。2018年現在、複数の企業が使用し、スイス全国に
置かれた、いわゆるコロケーションタイプのデータセンターは73
箇所に上ります。

• スイスの電力供給は世界最高の質を誇ります。非常用発電機が
あるとはいえ、電力がデータセンターには非常用発電機が備わ
っているとはいえ、電力なしで運用できる時間は限られている
ため、安定した電力供給は非常に大切な要素です。

• データ及びプライバシーの保護はスイスでは伝統的に非常に重
要視されてきました。国家が個人のデータにアクセスするのは
非常に難しいことです。スウェーデンや米国とは対照的に、スイ
スでは国家機関がデータにアクセスする際に法的手続きが義
務付けられています。

• スイスではデータ保護法に基づいてデータ保護及び情報委員
会が組織され、連邦機関と個人のデータ保護の管理に対する責
任を負っています。

• スイスは世界的に見て人口当たりのブロードバンド普及率が最
も高い国です：住民100人当たり約52のブロードバンド接続が
普及しています。また、インターネット速度においても国際比較
でトップのグループに属しています。ヨーロッパでは第3位の速
さです。

• データセンター·インフラストラクチャに関するasut専門家グル
ープは、インターネット分野において不可欠な産業立地サポー
ト、エネルギー効率、電力供給、サービス、データセンター施設
運営·管理などを扱っており、国レベルのコンビテンス・センター
となっています。

• データセンターリスク指数とは、各国がデータセンターとして
いかに適しているかどうかを評価するものです。スイスは、この
2016年に行われたランキングで、調査が行われた37か国中3位
に入りました。スイスが最も評価されたのは、ビジネスのしやす
さに関する項目です。この指標によると、スイスでは長期的に安
全なデータの保管が保証されていると考えられています。

電力供給のクオリティ
国際エネルギー構造パフォーマンス指数, 2017年

国名  順位

 スイス 1

 ノルウェー  2

 スウェーデン  3

 デンマーク  4

 フランス 5

 オーストリア  6

 スペイン 7

 コロンビア 8

 ニュージーランド  9

 ウルグアイ  10

出典: 世界経済フォーラム （ WEF ） 、 2017年
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出典: akamai、2017年

インターネット通信速度
欧州における世帯あたりの平均速度 （単位：Mbps）
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データセンター立地の国際ランキング
Data Center Risk Index ランキング、2016年

国名  順位

 アイスランド 1

 ノルウェー  2

 スイス 3

 フィンランド 4

 スウェーデン  5

 カナダ 6

 シンガポール  7

 韓国 8

 英国  9

 米国 10

出典: Cushman & Wakefi eld «Data Centre Risk Report 2016»



最新の動向
• 連邦参事会は、サーバーリスクからスイスを守るために、新た

に改正した国家戦略（NCS）を2018年4月18日に施行しました。
この国家戦略は、2018年から2022年までの計画で立てられてい
ます。この戦略の主要な部分には、技能や知識のさらなる構築、
事故や危機管理マネジメントの強化やサイバー犯罪に対する
刑事訴追のための国際的な協力関係のサポートが挙げられま
す。さらに、軍隊によるサイバー防衛の措置に至るまで、この戦
略には含まれています。

• 急速なテクノロジーの発展により、この数年の間、スイスのデー
タ保護法の更新が継続的に進められています。それに加えて、
スイスの法律はEU一般データ保護規則（GDPR）にも適応でき
るように調整が進められています。そうすることで、EUとスイス
間のデータ保護の水準が確実に合致させることが目的です。

連絡先と追加情報

官公庁
連邦通信庁
www.bakom.admin.ch

連邦電信情報局
www.bit.admin.ch

連邦データ保護及び情報委員会
www.edoeb.admin.ch

出版物、追加情報
IWSB： スイス·データセーフティ
www.asut.ch

キャンペーン - サーバールームとデ
ータセンターにおける省電力化と
高効率化
https://www.energieschweiz.ch

Data Center Map
www.datacentermap.com

協会、ネットワーク
www.asut.ch
www.biometrics-center.ch
http://greenit.s-i.ch
www.ictswitzerland.ch
www.idiap.ch
www.sik.ch
www.swissict.ch
www.theark.ch

イノベーション及び起業支援
www.digitalswitzerland.com
www.fongit.ch
www.investiere.ch
www.masschallenge.or

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

このファクトシートはAsut （スイス
テレコム）の協力のもと作成されま
した。
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体験者の声

「データセンター分野の好況は継続しており、これ
は現在そして将来におけるデジタル化のすべての
主要な課題の物理的な基礎を形成します。それら
は例えば、ビッグデータ、クラウド・コンピューティ
ング、インダストリー4.0ないし仮想現実などです。
これらの課題の克服は、スケーラブルで高性能、信
頼性と安全性の高いデータセンターなしには考え

られません。スイスは、これに関してトップクラスに位置しており、
将来においても卓越したフレームワークを提供します。スイス経
済におけるエネルギー消費に対する意識の高まりも、エネルギー
効率へ大きく貢献すべく専門的に管理されたデータセンターを後
押しします。」

フランク・ボラー（FRANK BOLLER）
CEO green.ch AG
www.greendatacenter.ch
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