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ICT立国スイス
概要
情報通信技術（ICT）はスイス経済の鍵となる技術産業です。情報通信技術の広がりは
経済の領域にも浸透し、他の分野の生産性向上の原動となっています。スイスは企業の
ICT関連テーマの問題解決や労働者のICT能力の高さといった適応能力のおかげで素晴
らしい状態にあります。スイス連邦工科大学チューリッヒ校（ETHZ）およびローザンヌ校
（EPFL）ではコンピューター·サイエンス分野で第一級のスペシャリストを養成していま
す。それはスタートアップやスピンオフの活況に繋がっています。
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主な事業内容
情報通信産業（ICT）部門の就業者（全体: 210,800人）、2015年

出典: スイス連邦統計局 （BFS） 、 2017年

業種  %

ソフトウェア開発者  30
システム分析者  8
アプリケーション開発者  2
ウェブおよびマルチメディア開発者  2
データバンクおよびネットワーク構築士  3
IT関連ジェネラリスト  17
グラフィックおよびマルチメディアデザ
イナー  8

業種  %
情報通信技術関連企業マネージャー  13
電気通信および電気工事士  2
電気通信インフラ関連技術士  4
ITインフラ関連の専門技術業者  4
専門技術者によるユーザーサポート  5
その他情報通信技術関連業者  2

AdNovum
Adobe
Avaloq
Cisco
Elca
Genedata
Google
HP
IBM

Logitech
Magnolia
Microsoft
Netcetera
Noser Gruppe
SAP
Swisscom
Temenos
Walt Disney Research

情報通信技術（ICT）関連企業
スイス国内で活動しているICT企業より選抜

オフィシャル・プログラム



研究開発（F+E）
• スイスには、コンピューター·サイエンス分野でスイス連邦工科
大学チューリッヒ校（ETHZ）とローザンヌ校（EPFL）があります。
これらの大学はともに世界でも優秀な大学に数えられており、
人材の宝庫として評価されています（ETHZは9位、EPFLは18位。
参考：2018年QS世界大学ランキング）。ETHZでは、修士課程に
データサイエンス学科も新設されました。他の総合大学や高等
専門大学でも、情報科学、経済情報科学、そして生物情報科学と
いった課程が開設されています。

• スイスでは、平均すると国民の35％が大学を修了していま
す。ICT分野では43％が大学を卒業しており、とりわけ高い割合
です。

• 情報科学は、230を超えるスイスの職業研修のコースの中で最
も人気のある職業研修コースのひとつです。訓練終了後、更に
専門的に学ぶ選択肢もあります。これらのコースにはICTアプリ
ケーション開発者、ICTシステム技師、ICT経済技師およびメデ
ィアマティカ―（メディア関連のICT技師）などがあります。この
職業訓練コースが、専門技能を備えた就労者の輩出システム
を支えています。ICT関連の高技能資格の約70%が、この職業
訓練に基づいています。2017年に開催された国際技能競技大会
（WorldSkills）では、国内の若いICT関連の技術者たちが、スイ
ス代表として金メダルをふたつも獲得しました。

• スイス連邦工科大学チューリッヒ校では、IT分野のグローバルプ
レイヤーと密接に共同研究を行っています。その際、研究の重
点が適切に設定されていれば、職業訓練にも直接適用されま
す。さらに、スイスには名だたる民間の研究機関が数多く設置さ
れています。その中には、多くのノーベル賞受者を輩出してきた
IBMリサーチ研究所（IBMResearchLaboratory）やグーグルの
ヨーロッパ支部の研究所（米国外では最大の研究施設）および
ディズニー・リサーチラボ（DisneyResearchLab）などが数えら
れます。

• ヒューマン・ブレイン・プロジェクト（HumanBrainProject）は、欧
州委員会が主導し、10年にわたって遂行される大きなプロジェク
トで、総計12億ユーロの予算が見込まれています。CampusBio-
techを拠点に進められるこのプロジェクトでは、人間の脳に関わ
る全ての知識を把握し、学際的な研究とコンピューターを基礎
とするモデルやシミュレーションにより、これを組み立てること
が求められています。スイス連邦工科大学ローザンヌ校（EPFL）
は、このプロジェクトを主導する役割を担っています。

• ローザンヌにあるEPFLイノベーションパークは、55,000㎡ 
の敷地を持ち、さまざまな分野の企業や研究員に2,000人を超え
る雇用の場を提供しています。ここでは、200を超えるスタートア
ップ企業、120の大企業、そして20のサービス業が活動していま
す。イノベーションパークにより、研究と産業の距離が近づき、両
者ともに恩恵を受けています。

• 2015年、スイスは住民100万人あたり25.7件のICT関連の特許を
申請しています。この数字は、OECD加入国では10番目の多さ
です。

• 国際比較では、スイスの企業はテクノロジーに対して好意的だ
とされています。これは、スイスの企業が新しいテクノロジーを
相対的に早く取り入れていることによります（140か国中6位）。ス
イスは現在、世界デジタル競争力ランキング（IMD）で5位にラ
ンクインしています。スイスは、人材および産学連携の二分野
で、とりわけ多くのポイントを獲得しました。

• ICT関連の就労者のうちで、わずか3分の１の人々が典型的な
ICT企業で就業しています。他の3分の2の割合の人々は、他の産
業分野に就業しています。例としては、ライフサイエンス、金融、
精密機器産業などが挙げられます。

予算と資金
• スイスには、ベンチャーキャピタルやプライベート・エクイティ・フ
ァンドを活用しやすい環境が整っています。ICT業界（フィンテッ
クを含む）は、2017年には合計で3億600万スイスフランをベンチ
ャーキャピタルによる資金調達を行っています。この金額は、前
年に比べて10%以上の上昇を示す数字です。

• スイス国内のICT業界は、現在のところ引き続き、Abacus、Opacc、 
ElcaやNetceteraなどのように、所有者によって経営され、キャッ
シュフローによる資金管理が行われている高度に專門化された
中小企業によって特徴づけられています。

• スイスのイノベーション促進エージェンシーであるイノスイス
（Innosuisse）は、学術研究機関と市場の共同作業に特化して支
援を行っています。同組織は、そのための目的に応じてイノベー
ションのためのプロジェクト、ネットワークの構築、職業教育、そ
してコーチングを提供しています。イノスイス（Innosuisse）は、
補助金として、年間2億スイスフラン以上にも上る金額の予算を
組んでいます。その大部分は、イノベーションのためのプロジェ
クトの支援に使用されています。2017年、ICT部門は2,580万スイ
スフランの補助金をスイス連邦から受け取っています。
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出典: スイス邦局 （BFS） 、 2017年
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• ソフトウェアやデータセンターでの投資に向けて調整がなされ
ています。1995年と2016年の間に、この産業分野への投資額は3
倍にも成長しました。

• 外国企業がスイスで起業または移転するには、多くの州で最大
10年間、完全または一部の法人税及び資本税が免除されます。

• デジタル化のためのテクノロジーは、多くの経済セクターにと
って、成長をうながす最重要の機動力です。精密機械産業では
55％を超える製造工程にこの技術が用いられています。

• OECDによる試算では、2017年6月の時点で、住民100人中46人
が固定系ブロードバンド接続を使用していました。これは、スイ
スがOECD加盟国の平均（31人）を大きく上回っていることを示
しています。そうして、デンマークやオランダを抑えて首位の座
に輝きました。

基本条件と市場アクセス
• ヨーロッパ外からも専門労働者にアクセスしやすい環境が整っ
ています。もし、スイス国内やEU、EFTA圏内で適切な人材を見
つけられなければ、許容された枠内でEU圏外（例えばアジアや
アメリカ）から情報科学の専門家をリクルートすることができま
す。

• スイス全域がブロードバンドインターネットと携帯電話接続の圏
内にあります。それに加えて、安定した電力供給により、ICT分野
のインフラが確実に機能するよう保証されています。スイスのネ
ットワークレディネス指数は常に世界トップクラスです。

• EUEFTAや中国や日本を含む40ヵ国との自由貿易協定により、
重要な輸出市場へのアクセスが確保されています。それに加え
て、スイスは、ドイツと中国に次いで世界で3番目に大きな2カ国
間投資協定のネットワークを構築しています。

• 2000年に140億スイスフランだったICT関連商品およびサービス
の輸出総額は、2015年には195億スイスフランにまで成長しまし
た。その経済規模は、チーズとチョコレートの輸出額を合計した
総額の12倍以上の大きさです。継続的に成長を続けているICT
関連サービス産業分野は、スイス全体のサービス輸出産業のグ
ループの中で5番目に大きな分野となっています。

• スイスは国際的なIT企業が集まる魅力的な活動拠点として知ら
れています。高技能の専門労働者を巡る国際的な人材獲得競争
では、企業の活動拠点としてスイスが魅力的な理由として、質の
高い生活環境も挙げられます。

Bundesbeiträge Förderbereich Enabling Sciences
in Mio. CHF, 2017

 Informations- und Kommuni-
 kationstechnologien (ICT)

 Unternehmensführung 
 und Finanzen

 Integrierte Produktion, Logistik
 Design, Kunst, Architektur
 Wirtschaftswissenschaften, 

 Sozialwissenschaften, 
 Gesundheitswesen

*Anteil Overhead-Beiträge: 
CHF 4,2 Mio.

25,8

1,31,8
1,6

3,2

33,7*

1640 77

47

ICT分野の研究開発プロジェクトに対する申請・許可状況

 申請件数（合計）
 許可件数（合計）

出典： KTI活動報告（KTI Tätigkeitsbericht）、2017年

 許可割合（％）

ICT関の門技業者の合
国、2016年の労者全体での割合（： %）

国  %
 フィンランド 6.2

 スウェーデン 5.6

 スイス 5.0

 英国 5.0

 オランダ 4.5

 デンマーク 4.4

 アイルランド 4.3

 ルクセンブルク 4.1

 米国 4.1

 オーストリア 3.8
 OECD 3.7

 ドイツ 3.6

 フランス 3.1

 イタリア 2.8

出典: スイス邦局(BFS)、OECD、 2017年



最新の動向
• スイス未来ファンド（www.zukunftsfonds.ch）プロジェクトは、納
付者が希望すれば、年金の一部をスイスのスタートアップ企業
のためのベンチャーキャピタルとして投資できるようになること
を目指しています。その目的は、将来性のあるビジネス分野に
新規企業の設立を促し、雇用の創出に貢献することにあります。
それにより、ICT分野も利益を享受できることになるでしょう。

• スイスは現在、法人税制の改正を進めています。その目的は、
企業にとって魅力的な環境を整え、課税方式を世界標準に適合
させることです。連邦財務省（EFD）は税制法案17（SV17）に沿っ
て、新たな提案を行っています。この改正案は、早ければ2020年
に施行されると見られています。施行が決まるまでは、スイス国
内で現行の魅力的な税制が引き続き適用されます。

• スタートアップ助成機関であるマス・チャレンジ（MassChal-
lenge）は、2016年初頭からレマン湖畔で活動を開始しています。
ここでは、設立直後のスイス企業や世界中の新興企業が助成金
を申請することができます。

• 同様にデジタルスイス・イニシアティブ（Initiativedigitalswitzer-
land）も、スタートアップ企業を様々な方法で支援しています。そ
うすることで、スイスが長期的に、イノベーティブな新興企業に
とって更に魅力的な活動拠点になることを目指しています。
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体験者の声

「IT企業である当社にとって、国内外の人材を採
用できることはなによりも重要です。それには、世
界的に高い評価を受けている専攻を擁するローザ
ンヌとチューリッヒの工科大学の存在も大きく影響
しています。人の居住の自由が保障され、EU域内
の専門家を呼び寄せられることも重要でした。ま
た、スイスに拠点を置く国際的な大企業の影響の

もと、国内労働力の質の高さも当社にとって魅力的です。」

MARIANNE JANIK 
マイクロソフト・スイス支局長 
www.microsoft.ch
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