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タイおよびICTの概略 



2016年 タイ:概略 

 人口 : 68.05 百万人 

 GDP : 3,738.0 億米ドル 

 一人当たりGDP : 3,451.33 米ドル 

 一人当たりGDP (PPP) : 13,986.50 米ドル 

 GDP 成長率 : 0.40% 

 失業率 : 0.83% 

Source : http://www.tradingeconomics.com/ 
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Source : ETDA 

2016年タイにおけるインターネットの使用 

スマートホーン 85.5% 
使用率6.2 時間/日 

パソコン 62.0% 
使用率5.4 時間/日 

ノートパソコン 48.7% 
使用率 4.7 時間/日 

タブレット 30.0% 
使用率 3.5 時間/日 

スマートテレビ 19.8% 
使用率 2.7時間/日 



Source : ETDA 

2016年タイにおけるソフトウエア市場 
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2016年タイにおけるソフトウエア市場 

SW パッケージ 

SW サービス 

合計 
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一人当たりイーコマース金額 (B2C) 

Source : ETDA 
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タイのスタートアップ・エコシステム 

Source : TECHSOURSE 

2012年から 2015年から 2016年から 

資金提供されるスタートアップ 

タイのスタートアップによる 
最大の投資 

タイに投資したVCおよび企業 

撤退 

アクセラレータ 

タイにおけるアクティーブ･ 
アンジェル投資家 

VCにより調達された資金 

タイのスタートアップにより 
調達された総資金額 



タイのデジタル 



タイのコンテキストの課題 

Source : DIGITAL THAILAND 

デジタル技術はタイが直面しているさまざま
な問題を解決するように有効にならなければ

ならない。 

中小企業、コミュニティ・
ビジネスを中心に、農業、
製造業、サービスを含み、
全セクターにおいてデジタ
ル技術で中小企業の能力.
及び競争力を高めること。 

所得の分配、教育、ヘルスケア、
高齢化社会、情報のアクセスに
おいてデジタル技術で不平等を

削減すること。 

デジタル産業を含み、既
存及び新しいS字カーブ産
業を促進し、投資して富
を構築し、中所得の罠を

避けること。 

オープンデータ 
およびデジタル 

技術を通じて政府の透明
性、市民の参加で汚職と

闘う。 

AECに伴う商品、労働 
の流れの自由化を含み、
経済的統合による機会
に順応し、とらえるこ

と。 

デジタル時代のため
にIT及び非ITの人材
の能力を構築し、準

備すること。 



Source : DIGITAL THAILAND 

戦略 

デジタル技術利用に信頼を
築き上げること 

全国に高能力のデジタル 
インフラを築き上げること 

デジタル技術で国の経済を
活性化すること 

デジタル政府に変身すること 

デジタル時代のために人材
を開発すること デジタル技術で良質で公正

な社会を築き上げること 

熟練労働の開発 
仕事の創出 

内部から強みの構築 

オープンな政府の構築 
人／ビジネスの促進 
一政府への統合 

参加の構築 
包括性の確保 

新しいS字カーブの駆動 
競争力の向上 
新規事業の創出 

価値の創造 

アクセスの確実性と
手頃な価格の確保 

法律および規制のアップグ
レード 

投資促進 
安全性の有効化 



タイの20ヵ年デジタル展望 

出典 : デジタルタイランド 

 タイのデジタル計画は国の20ヵ年戦略に沿って長期的開発および持続

を狙っている。しかし、デジタル技術は変化が激しいため、デジタル展望
を以下のような段階にすることが必要である。 

1年6ヶ月 
デジタル基礎 

5年 
デジタルタイラン

ドI: 統一 

10年 
デジタルタイラン
ドII:完全変身 

10－20年 
グローバルデジタ

ルリーダー 



タイランド 4.0 

出典 : Dr. Thaweesak Koanantakool  
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創造性＋イノベーション 
スマート・タイランド 



インダストリー4.0 

出典 : Dr. Thaweesak Koanantakool  

エンド･ツーエンド
デジタル 

生産マーケティング
「マスカスタマー
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セールス／マーケテイン
グおよびビジネスモデル 

サービタイゼーション 
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予測的メインテナンス 
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IOT可能な生産 

IOTサービス実施 
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Source : SIPA 

スマート環境 

スマート経済 

スマート観光 

スマート   
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プーケット・スマートシティーのロードマップ 

出典 : SIPA 

プーケット 
安全都市 

プーケット・スマートシティー:ロードマップ 

スマートモビリティー 

スマートWifi ハイスピードインターネット開発 

リアルタイム交通情報システム 法執行 

センター スマートシティー・イノベーション助成金 

海上安全モニターリング 環境センサー 

ハイスピード都市 

スマートツーリストカード 外国人データーベース 

スマート暮らしコミュニティー 

電気インフラ:ゼロ停電 

ハイスピードインターネット 

個人用警報 



ご清聴ありがとう 
ございました 


