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1．はじめに 

 近，I-Phone のショックと SNS 革命に代弁する情報通信技術（以下，ICT：Information and 

Communication Technology）の産業環境の変化によって，韓国の ICT 産業は端末機（Device），ネッ

トワーク（Network）を中心とする成長戦略に限界が見えてきている。急激に発展する ICT 産業は，

社会経済の各領域においてその活用が高度化され，多様な技術と新しい融合産業を作り出してい

る。放送と通信サービスの融合，インターネットを通じた PC と TV の融合，移動電話の統合情報

処理などの日常生活の回りから，電子および通信機器の融合はすでに普遍化している。これらと一

緒に携帯電話による電子決済，ロボットなどの遠隔制御の装備，ビックデーターを使った予測分析

サービスなど新しい融合技術の分野が登場している。ICT に基盤を置いた融合の動きは，新産業と

市場の創出や既存市場の再編をもたらしている。 

 韓国経済が 1997 年の IMF 経済危機を短期間に克服できた要因の一つとして，ICT 産業の飛躍的

な成長が大きな原動力になったと考えられる。特に，半導体と通信機器を中心とした ICT 産業は経

済回復を牽引し， 近に至るまで国際競争力を維持している。だが，2008 年に新しく登場した李明

博政府（Lee, Myung-bak 以下，MB 政府）とともに ICT 産業のコントロールタワーの役割を担当し

てきた情報通信部が解体され，ICT に関連した政策の機能は安全行政部，産業支援部，放送通信委

員会，文化部などに分散されるようになった。このような機能的な分散は，ますます融合し続けて

いる世界の ICT 産業の現実に適切に対応できなかったという批判とともに，韓国の ICT 産業の競

争力の弱化に繋がるという指摘も多い。これらの評価には，情報通信部を核とした政府組織が ICT

政策を成功的に実行してきたという認識が前提にある。 

 本稿では ICT 産業政策における ICT コントロールタワーの功過に関する評価を，韓国が経験し
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た政府組織の編成に対する ICT ガバナンス論の観点から議論する。本論文の構成は以下の通りであ

る。第 2 章ではガバナンス概念の登場背景と ICT ガバナンスの定義について理論的に考察する。第

3 章では MB 政府以前の ICT 政策の功過について論議した後，MB 政府の ICT 政策の問題点につい

て説明する。第 4 章では新政府（Park, Geun-Hye 政府）の ICT 政策とその課題について検討する。

後は結論である。 

 

2．ガバナンス論と登場背景と ICT ガバナンスの定義 

 1 ）ガバナンス論の登場背景と概念 

 本稿で用いる「ガバナンス」の概念は，一般的に経営学・経済学で使用されている「コーポレー

ト・ガバナンス」（Corporate governance）のガバナンスとは違う意味を持つ。コーポレート・ガバナ

ンス（企業統治）とは，「企業の不正行為の防止と競争力・収益力の向上を総合的にとらえ，長期的

な企業価値の増大に向けた企業経営の仕組み」と理解される3。 

 しかし行政学，特に政府改革に関する国政運営の枠で見る理論として「ガバナンス」は 近頻繁

に使われているが，その概念は明確に合意された定義がなく，一定な類型もないことが事実である。

韓国において政府改革の理論の根拠としてガバナンス論が登場した背景では次の三つの理由が挙

げられる。まず，先進国において財政危機に直面した政府に代わり，市民社会と企業の影響力が増

大し，政府の役割に対する調整が必要になった上に，韓国の政府が 1980 年代オイルショックと 1990

年代経済危機などの社会問題を解決することに失敗していたことである。さらに，こうした現象は

政府に対する不信の深化に繋がった。第二は，ICT ガバナンス論が行政または政府改革を意味する

ことである。即ち，国家自体が社会問題の主な発生原因という非難に直面するようになった。世界

化の拡散とインターネットの普及による情報化の影響により，公共部門の改革に対する要求が芽生

えた4。 後に伝統的な行政学や政治学をガバナンスという新たな観点で研究しようとする試しが

登場したことである。特に，2000 年代以降，行政学の新たな方向と課題を論議しようとする一連の

学者たちが増え続けており，これに対する概念としてガバナンス論が役立つようになった。 

 ガバナンスの概念は上述したように合意した定義はないが，ガバナンス，つまり統治は権威を持

ち，支配・統制する意味を持っている。Cambell（1991）は「社会構成員の行動を調整する政治経済

学の手続き」と定義し，世界銀行（1992）は「国家の経済社会的な資源管理において権力が使用さ

れる方法や有形」と定義している。さらに，John（1994）は「政府機関の内部運営の方式と行政サ

ービスの伝達方式」として見ており，Peters（2000）は「社会体制の調整過程での政府の役割」と関

連するものとして見ている。本稿でガバナンスとは，規則により支配されている過程下での社会体

制の調整の手順または方法で定義する。 

 

 2 ）ICT ガバナンスの定義 

 ICT ガバナンスは上述したように，ICT と関連する社会の規則設定とそれらを基盤として ICT 環

境特に資源配分調整という観点で定義できる。従って，本稿において ICT ガバナンスとは，政府の

役割という観点から注目した場合，ICT と関連した産業の発展を図るための国家レベルの政策樹立 

                                                                 
3 日本経済団体連合会「我が国におけるコーポレート・ガバナンス制度のあり方について」2006 年 6 月 20 日。 
4 Ryu, Jae-Won，Hong, Sung-man「政府の時代から咲いたマルチレベルガバナンス」，『韓国政治学の会報』，39(2), 2005. 

Pp171-194. 
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表 1 ICT ガバナンスにおける政府の役割 

 内    容 手 段 市場における役割 重要施策 

規 制 
法と制度を制定，施行して公定な市

場秩序を維持する機能 
規制 関連する市場の設定 関連する法制度の制定 

人材養成 
優秀な ICT 人材を養成し，産業基盤

を構築するために，未来を先導する

ように作る政府の機能 

財政支出

税金支出

関連産業の振興 
（市場のルールの設定）

人材養成及び教育 

産業振興 
素早く進化する情報通信技術を利用

して産業を育成し続ける国家経済発

展を図る政府の機能 

財政支出

税金支出

新市場の形成及び関連

産業の振興 

技術開発（R&D），インフ

ラ構築，産業化支援の海

外進出及び国際協力 

 

（規則の設定）と資源配分に関する意思決定，または規則制定（調整の手順）を目的とする一連の

活動，またはシステムであると定義できる。特に，ICT ガバナンスにおいて政府の役割は，規制，

産業振興及び人材養成などの三つの領域で構成される。韓国政府は ICT 産業の発展の観点で，行政

手段である規制及び税金支出と財政支出で ICT ガバナンスを維持し，関連産業の創出および振興の

役割を担っている。 

 韓国の場合，ICT ガバナンスの議論は，ICT 政策を担当する公共ガバナンスとして，情報化のた

めの政策施行の初期段階から政府各部処間で協力的な推進が必要であったと指摘され，そのために

各種の委員会制度を活発に利用してきた。この動きは 1990 年代に入ってから，情報化が大きな流

れとして産業，教育，環境，国防などの社会全般に掛けて，政府の各部処が直間接的に関連するよ

うになったからである。ICT ガバナンスの観点で ICT 政策が効率的に進むためには，国家レベルの

政策の一貫性と部処間に対立する葛藤を調整する政府機構，すなわちコントロールタワーが必要で

ある。ICT 産業政策を通じて調整する役割を必ず専担する政府組織（部処）の形態を取る必要はない

が，ICT 産業の発展という観点ではこのような役割を担う政府機能は必要である。 

 例えば，韓国において 1995 年に出帆した情報通信部は，ICT ガバナンスにおける ICT 産業政策

の樹立と支援（特に資源配分）について意思決定をすることによってコントロールタワーの役割を

果たしていた。しかし，MB 政府が 2008 年に情報通信部を解体したのをきっかけに，その機能のみ

を各部処で移管し，これらを統合調整する組織として大統領の傘下に IT 特別補佐官（以下，IT 特

補）を設置した5。しかし，IT 特補による ICT ガバナンスの確立は計画通りには行かなかった。特

に IT 特補は ICT 融合産業に関する ICT 政策を調律することに失敗した。その一つの例として，2009

年 3 月にグローバル金融危機の対策で追加予算が編成されたが，ICT 関連予算は各部処の要求額の

1/3 の水準しか反映されなかった。それは知識経済部，放送通信委員会など部処別で樹立した政策

らが調整されなかったため，企画財政部によって予算が大幅に削減された結果であった。つまり IT

特補が各部処の調整に失敗してしまったからである。さらに，ICT 関連の政府部処別の領域の争い

が絶えなかった。特に，放送通信委員会と文化体育観光部の間の放送通信コンテンツ振興に関連す

る領域の争いは，結局国会によって調整される結果になった。放送事業者が生産する放送通信コン

テンツの振興は，放送通信委員会が管轄し，独立製作者が生産する放送通信コンテンツの振興は，

文化体育観光部が管轄するように国会によって調整された。ICT 関連の国家財源を巡っても，葛藤

は持続的に生じた。情報通信振興基金の運用方式に対しても放送通信委員会と知識経済部との葛藤

                                                                 
5 韓国の IT 特報のような IT 政策のコントロールタワーの役割をアメリカの場合「国家 高技術責任者（CTO）」が担

当しており，日本は「科学技術政策の特命大臣」が担っている（Moon, Hyung-Don ら「MB 政府の IT 産業政策の変化
及び時事点」，情報通信研究振興院，2009.5） 
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があった。このような ICT 産業政策のコントロールタワーの実質的な不在が，ICT 産業の発展を妨

げ，韓国の ICT ガバナンスの非効率性を引き起こしたと関連産業界は受け止めている。特に産業界

では政府の産業政策から ICT 産業育成策の優先順位が下がってしまったという喪失感が広がって

いる。このような心配は靑瓦臺（チョンワデ）と政府の重要人物の発言でも現実化している6。ICT

産業界によるコントロールタワーの不在に対する憂慮については，政府の重要人物は過去の情報通

信部の恩恵をもらっていた既得権層の意見であるという否定的な見解を示していた。従って，前政

権の ICT ガバナンスが効率的に作動するための政策として，複数組織への機能分散は間違っていた

とはいえないが，政府が統合・調整の役割を担えなかった場合，効率的に作動することができない

ことも事実である。 

 

3．過去の政府の ICT 政策の功過と MB 政府の ICT 産業政策の問題点 

 1 ）韓国における ICT 産業政策の歴史と情報通信部の功過 

 韓国では 1987 年に国家基幹電算網の事業を推し進めた以降，1995 年に情報通信部の出帆と超高

速の情報通信基盤の構築事業の展開，情報化促進基本計画の樹立と執行，電子政府推進などの事業

を推進してきた。 近 20 年間，国家情報化を推進した結果，世界 高水準の ICT インフラの整備

とインターネット利用の拡散及び経済基盤の全般への ICT の影響力の拡大などの成果を成し遂げ

た。実際に表 2 のように韓国の ICT 政策は，1995 年「情報通信部」の新設で本格化されたといえ

る。ICT 関連政策を主管した部処の誕生は 1996 年「情報化促進基本法」の制定につながり，同法の

制定とともに「情報化促進基本計画」の樹立を成し遂げた。この時期に韓国は超高速情報通信網の

構築に成功し，ICT 関連産業は急激に発展した。 

 

表 2 韓国の ICT 政策推進の体系の流れ 

 
導入期 成長期  成熟期 

1987-1994 1995-2000 2001-2007 2008- 

目 的 単位業務の情報化 分野別の情報化 国家社会の情報化促進 知識情報社会 

重要計画 国家基幹電算網 
情報化促進基本計画（1996）

Cyber Korea 21（1999） 

e-Korea Vision 2006（2002）

U-Korea 基本計画（2006）
国家情報化基本計画（2008） 

情報規範 国家基幹電算網 超高速情報通信網  
広大域の統合 

WiBro, RFID/USN, DMB, IPTV 

重要事業 国家の重要情報 DB 化 超高速情報通信網の構築

政府レベルの核心業務の

情報化 

統合連携サービス 

（統合電算センター） 

ICT 活用の高度化 

関 連 法 
電算網普及と利用促進に関する法律

（1991） 
情報化促進基本法（1996） 国家情報化基本法（2006） 

推進体系 
大統領直属の 

電算網調整委員 
情報化推進委員会 

情報化推進委員会 

電子政府特別委員会 

情報化推進委員会 

電子政府専門/特別委員会 

専担省庁 逓信部，総務処 情報通信部 
情報通信部，行政部 

（電子政府） 

行政部，知経部，文化部， 

放送通信委員会 

資料：韓国情報文化振興院の資料を再構成 

  

                                                                 
6 李明博大統領は「デジタル情報化時代になると，貧富格差を減らすことが難しい上に就職先さえ作れない。」（2008 年 

12 月 22 日）と言い，Kwak, Seung-jun の青瓦台国家未来企画委員長は「政府が IT を粗末にしていると言う人々は過
去，情報通信部の頃，独占事業権を保障され，事業を行ってきた人々」（2009 年 4 月 10 日）と指摘した。 



 過疎地域における高齢者の生きがいとその要因に関する一考察 143 

表 3 全産業および IT 産業の収支の推移（単位：100 万ドル） 

 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2007 2008 

全産業 -206 390 118 103 294 232 161 146 -133 

IT 産業 142 168 229 228 455 490 544 604 576 

資料：知識経済部，「IT 産業政策方向」2010.3.で再引用 

 

 ICT 政策の本格的な推進で韓国の経済発展はむろん，関連産業の発展に大きな成果を上げた。ICT

産業は 近まで韓国の経済成長の牽引車の役割を果たしており，世界的な競争力を持つ企業として

ICT 関連企業が注目されるようになった。韓国の経済成長は輸出の部分が大きいが，全産業の貿易

収支の黒字よりも ICT 産業の貿易収支の黒字が大きな規模を見せている。ここからも，ICT 産業が

韓国の経済成長にいかに大きく寄与をしていることが読み取れる。時価総額の基準として世界の上

位 10 の企業はこの 20 年間大きく変貌してきた。特に 2009 年に日本企業はすべて 10 位以下に低迷

し， 近 10 年間は Google 社，Apple 社などの革新的な企業が新しく登場している（表 4 参考）。特に

韓国の Samsung グループ（以下，Samsung）の成長からも，韓国の ICT 産業政策が成功的であった

と評価されるかもしれない。そしてこのような Samsung の飛躍的な成長のすべてが韓国政府の政策

によるものであるとは言い切れないが，政府の ICT 産業政策が Samsung のような企業の成長に大

きく貢献したことは事実である。 

 

表 4 10 年の単位で見てみた ICT 産業の時価総額の上位企業の現況 

順位 1989 年 1999 年 2009 年 
순위 業 体 名 国  籍 業 体 名 国  籍 業 体 名 国  籍 

1 IBM 米国 Microsoft 米国 Microsoft 米国 
2 Hitachi 日本 Cisco Systems 米国 Google 米国 
3 Panasonic 日本 Intel 米国 Apple 米国 
4 Toshiba 日本 Nokia フィンランド IBM 米国 
5 NEC 日本 IBM 米国 Cisco Systems 米国 
6 Fujitsu 日本 Oracle 米国 Oracle 米国 
7 SONY 日本 Dell 米国 Hewlett-Packard 米国 
8 Sharp 日本 Ericsson スウェーデン Intel 米国 
9 Lucent 米国 Qualcomm 米国 Samsung 韓国 
10 Sanyo 日本 SONY 日本 Qualcomm 米国 

資料：知識経済部（2010）の「IT 産業政策方向」を再引用 

 

 韓国政府の ICT 産業政策による成功は，情報通信部が情報化政策を推進する過程で発生する情報

化需要と情報通信産業を育成するための市場の要求を連動させ，情報化政策と ICT 産業政策を同時

に促進し，育成する政策連携でその理由を探ることができる7。このような成果の背景にはまず，

ICT 政策が大統領の議題として高い政策優先順位に位置していたからである。次に過去の逓信部と

異なり，情報通信部に IT と関連する政策機能を集中され，政策連携が可能になり，政策及び技術

の面から他部処を超える専門性を保持していたからである。 後に，「情報通信振興基金」という

独立的な政府の財源が作られ，国家の IT 政策の企画・調整が可能であったからである。 

 しかし，このような成果にもかかわらず，韓国の ICT 産業は不均衡的な発展を見せ， 近までこ

の傾向は続いている。例えば，ICT 産業内で情報通信機器などハードウェアの生産比重がソフトウ

ェア，サービス生産の比重よりはるかに高い。表 5 によると，韓国は ICT 産業における情報通信機 

                                                                 
7 Hong, Sung-Gul，「李明博政府の IT 政策の推進体系」「情報化政策」第 16 巻第 4 号 2009. pp.27-48 
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 表 5 2010 年 IT 産業内部門別の生産比重 （単位：％） 

 世   界 韓   国 

情報通信機器 23.2 76.3 

ソフトウェア 29.9 6.8 

情報通信サービス 46.8 16.9 

資料：Yu, Soo-Keun，「2012 年の IT 産業の政策方向」，『情報と通信』，2012.で再引用 

 

器の生産が全体の ICT 産業生産の 76.3％を占めているのに対して，世界全体では 23.2％しかならな

い。ソフトウェアにおいては，韓国では 6.8％に過ぎないが，世界全体では 29.9％に至る。すなわ

ち，韓国のハードウェアを中心とした ICT 産業発展は，ICT 内の部門別の不均衡を深化させてい

る。韓国電子情報通信産業振興会の資料8によると，2010 年情報通信機器の生産額は 296 兆ウォン

に至る半面，ソフトウェアの生産額は 26 兆ウォンに過ぎない。さらに，情報通信部をコントロー

ルタワーとした韓国の政府の ICT 産業政策が成功的な面しかないわけではない。特に，他産業と

ICT 技術の融合では既存の情報通信部を中心とした韓国の ICT 産業政策の限界を見せていた。情報

通信部は外部環境を追いつかない過度の規制で国内企業の自由な競争を妨げた。例えば，国内市場

を保護し，コンテンツ関連企業を支援するために始まった WIPI の義務化が国内企業の海外市場進

出の妨げになった。 

 後に，韓国政府は電話料金などに対する過度な干渉を行い，むしろ海外業態との逆差別で市場

の競争力を悪化させたり，2000 年代から本格化し始めた産業間の融合化にまともに対処できず，無

理な政策を推進したりもしていた。例えば，世界で も早く常用化した DMB 事業は，広告市場が

形成されていない状態で情報通信部が無理に推進したため，現在は失敗事例として指摘されてい

る。情報通信部は政府内の産業資源部（現産業通商部）との激しい競争で知能型ロボット，IT SOC

事業などを推進し，部処間の葛藤をもたらしたこともある。特に，ICT 産業の振興と関連した両部

処の主導権の競争は，政策機能の重複と部処間の葛藤の代表的な事例である。2003 年に参与政府

（盧武鉉政府）の出帆とともに Samsung 電子の会長であった陳大濟（Chin, Dae-Je）氏が情報通信部

長官に就任し，「IT839」戦略9を推進したが，これは産業政策の主務部処である産業資源部との領域

における葛藤を深化する原因になった。他にも情報通信部は放送委員会との葛藤で放送通信融合サ

ービスの一種である IPTV の許可が遅延する結果をもたらし，デジタル・コンテンツに関連しては，

文化体育観光部と機能重複の問題が深化したこともある。 

 

 2 ）李明博政府の ICT 産業政策の評価 

 ICT 産業環境の変化と世界的レベルの競争力を持った ICT 産業に対する自信をもとに，MB 政府

は 2008 年に ICT 主管部処であった情報通信部を解体した。ICT 産業政策を主管した情報通信部の

解体とともに既存の情報通信部が行っていた機能の各部処への分散を推進した。MB 政府はこの改

革で各部処は関連産業を育成するために専門性が強化され，融合趨勢に成功的に寄与すると期待し

ていた。このような期待の背景には韓国が ICT 産業に国際競争力を持っていたという自信ととも

に，上記で指摘するように ICT コントロールタワーの役割を担ってきた情報通信部と他部処間の重

複問題が深刻になっていると言う指摘があったからである。そして ICT 産業の流れが融複合の形に

                                                                 
8 e-国指標（www.index.go.kr）で再引用 
9 IT839 戦略は IT を新成長動力の産業で育成し，高付加価値を創出しようとする戦略で 8 つの新規サービス，3 つの新

規インフラ，9 つの品目を意味する。 
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なり，他産業との融合を通じ，国家産業全体の競争力を強化するインフラ産業の論議へと拡張させ

たいからである。 

 このような背景のもとで MB 政府は新しく ICT 産業政策の体系には単一部処を中心として推進

するより，知識経済部，行政安全部，放送通信委員会などの複数の部処で多様な観点で推進された

方が効率の良いと判断した。知識経済部は ICT 産業のインフラ的な性格を強調し，産業自体として

発展・育成を目指す政策を開発・推進でき，行政安全部は国家情報化の推進機関として情報保護な

どの ICT 産業育成に寄与すると期待された。そして文化体育観光部はコンテンツ産業を育成し，

後に放送通信委員会は既存の情報通信部の多様な機能を受け取ると共に放送通信の融合政策およ

び放送通信サービス産業の育成などの ICT 産業を育成できると期待された。要するに，MB 政府の

ICT 産業は，知識経済部を中心として放送通信委員会などとともに，情報化政策は行政安全部が，

その他の分野の ICT 政策は各担当部処別で推進していたといえる。ICT コントロールタワーの不在

という批判に対しては，大統領の秘書官の IT 特報を新設していたし，ICT 産業政策が各部処で機

能が分散され，既存の情報通信部の傘下機関らの統廃合も実行された。 

 MB 政府の組織改編による ICT 関連部処の組織改編は表 6 のように整理できる。表でも分かるよ

うに，ICT 政策に関連する部門は過去放送委員会と情報通信部を統合した放送通信委員会の本部室

局の 12 つから 5 つに縮小され，知識経済部などの 3 つの部の ICT 関連部処の外形的な位置は，室

局から管に格下げが行われた。ICT 関連政府組織の分散とともに ICT 政策のシナジー効果は減少さ

れ，ICT 関連の政府組織の能力も減少される結果になった。 

 

表 6 MB 政府の ICT 関連部処の本部組織改編の現況10 

2007.12 まで 2008 年以降（MB 政府の組織改編以降） 
放送委員会 放送政策室 放送通信委員会 放送通信融合政策室 5 室局 

メディア政策局 放送政策局 
放送振興局 通信政策局 
評価審議局 利用者保護局 
視聴者支援室 ネットワーク政策局 

情報通信部 通信電子放送政策本部

情報通信政策本部 
電波放送企画団 
情報保護企画団 
未来情報戦略本部 行政安全部 情報化戦略室 5 室 3 局中の 1 室 
SW 振興団 知識経済部 情報通信産業政策管 

（成長動力室） 
6 室 16 管中，1 管 

 文化体育観光部 コンテンツ政策管 
（文化コンテンツ産業室）

11 室局 9 管中，1 管 

合  計 12 つ本部・室・局・団  8 つの室・局・管 

 

表 7 情報通信部の傘下機関の統廃合の推進現況 

省  庁 新 設 機 関 統 廃 合 の 対 象 機 関 

知識経済部 情報通信産業振興院 
情報通信研究振興院，韓国ソフトウェア振興院，韓国電子取

引振興院 
行政安全部 韓国情報化振興院 韓国情報社会振興院，韓国情報文化振興院 

文化体育観光部 韓国コンテンツ振興院 
韓国文化コンテンツ振興院，韓国放送映像産業振興院，韓国

放送映像産業振興院 

放送通信委員会 韓国インターネット振興院 
韓国インターネット振興院，韓国情報化振興院，情報通信国

際協力振興院 

                                                                 
10 企画管理室，監査室などの共通機能部処と電波研究所などの傘下部処は除く 
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 さらに ICT 産業政策が各部処で機能が分散され，既存の情報通信部の傘下機関らの統廃合も実行

された。表 7 のように，11 つの統廃合対象の機関が ICT 政策を担当する 4 つの省庁の傘下機関で統

合され，4 つの新設機関が設立され，既存の 7 つの機関が廃止された11。ICT 関連傘下機関の統廃合

が部処別に行われることで部処内の業務効率は向上したが，ICT 関連政策に対する部処間の協力は

困難になった。 

 MB 政府の ICT ガバナンスの改編についてより具体的に見ていくと，次のようである。政府は情

報通信部と放送委員会を合わせ，放送通信委員会を設立し，既存の情報通信部が持っている機能を

文化体育観光部，行政安全部，知識経済部で移管する組織改編を実施した。新政府の出帆とともに

新設した放送通信委員会は，通信放送の統合規制機能と放送通信産業振興機能を一緒に担うように

なった。これは放送通信の融合の環境変化に対応し，放送と通信部門の力量を結集し，放送通信の

分野の持続的な発展を図るためのものであった。特に，IPTV 導入のため「インターネットマルチ

メディア放送事業法」を施行し，通信と放送サービスの融合を積極的に推進したことが好例であ

る12。 

 しかし，IPTV と総合編成チャンネルの推進を通じた経済的効果は小さい一方，政治的に敏感な

社会的葛藤をもたらした側面がある。特に放送通信委員会は通信分野より放送分野により多くの力

量が集中した。例えば，委員会のメンバーとして言論社出身の放送通信委員長と 4 人の常任委員の

中で 3 人が放送関連の専門家であったのに対して，1 人だけが通信関連の専門家であった。さらに

合議制の意思決定機構である放送通信委員会は，環境の変化が速い通信市場で効果的に対応するこ

とが難しかったし，政治的に敏感な放送問題に陥没することにより通信政策がおろそかになってし

まった。それによって MB 政府は分散型の ICT 組織改編（機能の分散）で情報通信部門の競争力の

下落という批判に直面した。特に，放送通信委員会は財政支出の手段である財源の制約で産業振興

や技術開発，専門人材養成事業などで効果を発揮することができなかった。結局，放送通信委員会

は合意制機構であったため，急速な ICT 技術発展と環境変化に対応することが難しい状況であっ

た。規制政策には合意制の機構が適合しているが，振興政策を推進するためには不適合であったと

指摘できる。さらに，ICT ガバナンスの改編によって ICT 産業政策を担当することになった知識経

済部（現産業通常部）は自動車，造船に ICT 融合などを推進したが，伝統産業から 先端産業まで

すべての産業に関する業務を担当していたため，ICT 産業に集中できず，急変する ICT 環境変化を

先導することは難しかった。 

 MB 政府は「IT Korea 未来戦略」を通じて 2009 年「デジタル造船所の調整」，信号灯と自動車間

の無線通信を利用し，車両のエンジンを能動的に制御できる「IT 融合の制御システムの技術開発」

などの成果から，ICT 産業が他産業での融合を通じて国家の産業競争力を強化するインフラ産業と

して認識していた。文化体育観光部の場合には，文化，体育，観光，図書館など多様な業務を担当

しており，急変するデジタル・コンテンツ分野に適切に対応することが困難であった。特に，デ

ジタル・コンテンツはソフトウェアと緊密な関係にもかかわらず，知識経済部がソフトウェアの業

務を担当し，コンテンツとソフトウェア間のシナジー効果を期待しがたい状況であった。行政安全

                                                                 
11 MB 政府は「小さな政府，実用政府」というスローガンの下で各部処を統廃合する組織改編を単行した。財政経済

府と企画予算処を企画財政府として統合し，教育（教育人的資源部）と科学（科学技術部）を統合し教育科学技術
部が設立され，建設交通部と海洋水産部を統合し，国土海洋部を出帆させた。（2008 年 2 月 23 日 国務会議に審議
議決された） 

12 MB 政府は IPTV を 2008 年に投入し，2010 年には総合編成チャンネルを投入し世界を先頭するキラーコンテンツの
開発と雇用創出を期待したが，ケーブル TV と地上波 TV 間の紛争が生じた。例えば，ケーブルと衛星 TV であるス
カイライフ（DMB）との紛争，IPTV とケーブル TV との紛争が生じるなど不必要な競争が激しくなった。 
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部の場合は，一般行政と地方自治が主な業務で高度の ICT 技術力が要求する情報保護と国家情報

化業務を担当することは難しかったと言えよう。例えば，DOS（Denial of Service attack）などの攻

撃が発生したり，大量の情報漏洩の問題が生じたり，重要な問題に対しては行政安全部よりは放

送通信委員会が対策を樹立し，関連業務を担当していた。また，韓国の通信会社である SK 

Communications の個人情報漏洩事件13では，当社は事故の経過を放送通信委員会に報告し，警察

庁の捜査を依頼していた。以降，政府の対策は行政安全部ではなく放送通信委員会の主導で行わ

れた。 

 情報通信部の解体で ICT コントロールタワー不在の問題が浮かび上がったことにより MB 政府

はその補完策として「国家情報化戦略委員会」を強化し，大統領の直属の IT 特報を置くことにし

たが，あまり機能しなかった。それは上記で記述したように，部処間に IT 政策の調整がうまくい

かなったからである。しかし，ICT 関連政策機能が各部処で移管され，政府の ICT ガバナンスがま

ともに作動しない間に，世界は ICT 環境のスマート化が急激に進行していた。米国の Google 社や

Apple 社などの登場によって韓国の ICT コントロールタワーの不在に対する批判が産業界をはじめ

とする社会全般で起きた。ICT 産業政策が政策の優先順位から下がってしまった結果であると批判

まで出回った。かえって ICT 環境のスマート化に能動的に対処したのは，知識経済部と放送通信委

員会など政府機関ではなく，この時期から Samsung など民間会社の対応14がより成功的であったと

言える。MB 政府の ICT 産業政策の問題点に多くの韓国の専門家たちも「政府の未来産業の環境に

対する認識と ICT 哲学の不在」を一番よく指摘し，次に「ICT コントロールタワーの不在」と「放

送通信委員会の運営失敗」を指摘している15。 

 日本の場合も 2001 年に裁定された IT 基本法によって総理大臣を本部長としてする‘IT 戦略本

部’を設置して IT 関連業務を総括するようにしていた。しかし，この取り組みはうまく機能せず，

2007 年には情報通信省の設置構想を発表したが，実現できなかった。ただし，2011 年 23 の中央省

庁を 13 の省庁に統合する改革が行われた。特に，自治省，郵政省，総務省を統合した総務省は，

情報通信，情報流通行政，通信基盤，放送と電波を，経済産業省はデジタル経済，S/W，情報通信

機器を，文部科学省はコンテンツと知識財産権を担当する三原的構造になった。一部の学者は日本

における ICT 政策業務と関連省庁間の機能分散と総理大臣の政治的リーダシップの不在で，ソニー

やパナソニックなどのグローバル企業の浮沈を説明する場合もある16。 

 

4．朴槿惠政府（Park, Geun-Hye 政府）の ICT 産業政策 

 新政府は大統領選挙の公約の中で，ICT 産業は創造経済の中核を担うデジタル生態系の中心産業

として再編されるべきだと指摘しながら，ICT 生態系を開放的で豊かにし，未来の成長動力で活用

するためには，デジタル生態系を統合するコントロールタワーとして独任制政府部処の新設が必要

であると説明していた17。その推進策として，新政府は政府組織改編を通じた未来創造科学部と ICT

                                                                 
13 2011 年 7 月 26 日 SK Communications のウェブサイト（Nate on, Cyworld）で 3500 万人の会員情報がハッキングで

流され，流された情報は名前，ID，E-メール，電話番号および暗号化された住民番号，パスワードなどである。 
14 Samsung はスマーホォン市場で進出することにより産業競争力を維持するようになった。 
15 Lee, Geon et al.，「国内 ICT 産業政策の方向性の探索のための専門家デルフィー研究」「行政論叢」，第 51 巻第 1 号，

2013.3. pp.179-206. 
16 Lim, Soung-Bin，「日本の行政組織と行政文化」，『日本の行政と公共政策』，Oh, Si-Hyoung（編），韓国行政研究院比

較及び地域研究叢書，法文社，2008． 
17 Yoon, Chang-Bun，「大統領選挙の候補たちの ICT 公約に対する専門家たちの考え」，第 4 回国会 ICT 専門家フォーラ

ム資料集，2012.12． 
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専担次官制を新設するものの，ICT 分野の専担部処の新設には至らなかった。新政府によると，未

来創造科学部に ICT 専担次官制を設置することが既存の ICT 専担組織の機能に相当すると説明し

ながら，事実上，専担次官がコントロールタワーの役割を担うと説明した18。これによって放送通

信委員会のほぼすべての業務と知識経済部のソフトウェアの産業の振興機能，行政安全部の情報資

源管理の機能，文化体育観光部のコンテンツ関連の規制と著作権に関する業務などを新しい ICT 専

担次官に移転した。 

 新政府が強調している創造経済の実現のために核心部処である未来創造科学部には，科学を専担

する次官と ICT 産業を専担する次官など 2 人の次官制で運営している。「情報通信振興及び融合活

性化などに関する特別法」（以下，IC 特別法）が 2013 年 7 月 2 日に国会を通過し，2014 年 2 月 14

日から施行することになる。本法によると，「情報通信戦略委員会」（委員長：総理，監査：未来創

造科学部の長官）を設置し，各部処の ICT 政策を総括・調整することになり，基本計画を作成し ICT

関連の総合的な政策方向を提示する。新政府はこれを通じて部処間で一部重複したり，散らばった

りする ICT 政策及び業務を総合的かつ体系的に推進できると考えている。結局，新政府は既存の情

報通信部のような独任制部処の新設をしないことで，各部処で散らばっている ICT 関連機能を ICT

専担次官により統合し，コントロールタワーの不在は「情報通信戦略委員会」に代替にしていた。 

 

5．結 論 

 過去の韓国政府は情報通信部のような ICT 政策のコントロールタワーの存在とこれらを中心と

した ICT ガバナンスを通じて，ICT 産業の発展と韓国の経済成長を牽引するのに大きな役割を果た

してきた。しかし，2008 年に出帆した MB 政府の「小さな政府の精神」と放送と通信の融合という

概念下で断行した政府組織改編は，Apple 社，Google 社などグローバル ICT 企業らの登場という時

代的なパラダイム転換に効果的に対応できなかった。これは ICT 政策におけるコントロールタワー

の不在による問題あるという指摘で帰結できる。ICT ガバナンスの再構築は，新しい ICT コントロ

ールタワー，または専担組織の形成が必要であるという共感を呼び起こした。だが，これが単純に

情報通信部の復活を意味するわけではなく，コンテンツを中心として新たな ICT 生態系を構築する

必要があるとみるべきである。ICT ガバナンスの再構築のためには，次のようなことに注意すべき

である。まず，ICT 産業の振興政策は，急変する ICT 環境下で必要であるかに対する議論である。

これと関連し，政府と民間の密接な協力が必要であるが，どちらかが主導すべきかについて異見が

あるはずである。確実なことは相互に協力ができないと，ICT 産業の発展は不可能だという点であ

る。そして， 近重要性が増す政府の役割は，ICT 関連の R&D と ICT 関連規定の判断および標準

の制定などである。そして既存の ICT 産業の振興政策をどれぐらい効率的に配置するかによる問題

である。さらに，新政府では未来創造科学部が ICT 振興政策を主導し，放送通信委員会が ICT 規制

政策を主導している。しかし，未来創造科学部の ICT 振興政策は規制機能を活用することでより力

を発揮できる。実際に未来創造科学部が事前規制を執行するなど規制権限を一部保持しているし，

未来創造科学部の規制執行は ICT 技術及び事業革新の誘因保護と効率性の増進という政策目標を

持っている。反面，放送通信委員会の規制執行は ICT 市場の競争促進と利用者保護という政策目標

                                                                 
18 2013 年 1 月 15 日 Yoo, Min Bong 大統領職引き受け委員会の総括幹事は共同記事会見場で「ICT に関連する政策の

機能を未来創造科学部で担当することにより，技術融合のシナジー効果を出すようにし，このために ICT 次官制度
を導入しようとする」と発表し，これは「ICT が独立的なものではなく他の科学分野に統合・融合するため，これ
らを未来創造科学部で統合することが合理的だとみなしたからだ」と説明した。 
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を持っている。未来創造科学部と放送委員会の間に業務重複は業務空白を発生させる可能性があ

り，これがコントロールタワーの不在に繋がる可能性がある。従って，両組織は 2013 年に政策協

力のために MOU を締結し，分野別協議体を構成することに協議したが，その内容を具体化するこ

とで ICT 政策におけるコントロールタワーの不在が発生しないように協力が必要である。 
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