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【要 旨】 

 
１．1990 年代後半に、今後の IT 産業の担い手として様々なメディアで華々しく取り上げ

られた我が国のインターネット関連企業（ネット企業）は、2000 年の日米インターネ

ットバブルの崩壊後、実態が理解されないまま悪いイメージだけが語られている。また、

ネット企業の集積地として一時注目を浴びた東京の一部地域も、その後はネット企業と

同様に実態のなかったものであるかのような捉えられ方をしている。 

 
２．本稿では、ネット企業やネット企業の集積地に関するこうした一般論が事実なのかをデ

ータを用いて検証した。そのためには、一般に認識されるネット企業をできる限り正確

に把握する必要がある。そこで、ネット企業に関する一般的概念を整理し、ネット企業

を再定義した上で、それらの企業が集積している東京都区部に限定して企業を抽出し、

インターネットバブル崩壊後のネット企業と集積に関して分析を行った。 

 
３．バブル崩壊後のネット企業への一般的な見方とは大きく異なり、インターネットバブル

を経て生き残ってきたネット企業には依然高い成長性がある。収益性も改善しつつあり、

2000 年から 2002 年にかけて 2 年連続で増収増益を達成した企業も多い。また、ネッ

ト企業の中でも特に、インターメディアリー、EC といった事業を行うピュアなインタ

ーネットのプレイヤーが収益を上げ始めている。 

 
４．都区部の中でも最もネット企業の集積度が高いのは依然、港区、次いで渋谷区で、この

2 区に都区部全体の 4 割以上の企業が集中している。特に赤坂から渋谷の一帯には、都

区部全体のネット企業の 3 割近くが集積し、都区部最大の集積地域を形成している。

また、秋葉原のある神田周辺にも企業集積地が形成されている。そして、各集積地域に

は業種や設立年、業績の点から特徴はみられない。 

 
５．インターネットバブル崩壊後のネット企業の悪いイメージは多分に印象的なものであ

った可能性が高い。こうしたイメージに臆することなく、ネット企業の一層の振興を図

ることは、我が国 IT 産業だけでなく、消費者や企業にとって IT 活用による利便性の

向上といった面からも重要な課題だと考えられる。
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I. はじめに 
 
インターネットの本格的な普及期を迎えてから10年が経とうとしている。この間インタ

ーネットの急激な普及がビジネスに与えてきた影響は計り知れない。なかでも最も大きな影

響は、Yahoo!やAmazonに代表される、全く新たな企業を生み出してきたことである。これ

らの企業はインターネットの普及なくしては存在しえなかったであろう。インターネットの

影響によるビジネス環境の変化は必然的に、インターネット上での新たなビジネスモデルの

構築や、インターネットの新たな使用方法の提案等、インターネットを有効活用したビジネ

スを専門とするインターネット関連企業を、急激に増大させてきた。米国においてはこうし

た企業のほとんどが1990年代後半に設立されたベンチャー企業である。 

一方、我が国におけるインターネットビジネスの多くは、大企業や既存企業が従来のビ

ジネスからインターネット関連のビジネスへと軸足を移すことによって生み出されている。

つまり、大企業、あるいは既存の中小企業がインターネット関連企業へと変化することで、

インターネット産業の新たな担い手となりつつある。これは、インターネットがビジネスの

世界に生み出した新たな変化も、これまで我が国で起こったビジネス環境の変化と同様に、

大企業や既存企業主導による産業構造の変化につながる可能性があることを意味している。 

しかし、新たなイノベーションは大企業、あるいは既存企業よりも新興企業によって生

み出される傾向があることはこれまでにも指摘されてきた1。インターネットというツール

が、依然様々なイノベーションを刺激し続けていることを考えれば、我が国においても今後

のインターネット産業の担い手として、インターネットを活用してビジネスを行う新興企業

に注目し、その現状や動向を正確に把握すると共に、そうした企業の振興策を検討する必要

があろう。 

1990年代後半に、今後のIT産業の担い手として様々なメディアで華々しく取り上げられ

た我が国のインターネット関連企業（以下ネット企業）は、2000年の日米インターネット

バブルの崩壊後、実態なきインターネットビジネスの代名詞とも受け取られ、実態が理解さ

れないまま悪いイメージだけが語られている。また、ネット企業の集積地として一時注目を

浴びた東京の一部地域も、その後はネット企業と同様に実態のなかったものであるかのよう

な捉えられ方をしている。 

ネット企業やネット企業の集積地に関する、このような一般論は事実なのであろうか。

こうした一般論を検証するためには、実際に認識されているネット企業とは実際にどのよう

                                                   
1 例えば Christensen (1997)等 
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な企業であり、インターネットバブルを経て現在どのような状況にあるのか、そして、都区

部におけるネット企業の集積状況はどのようなもので、それはクラスターとして機能しつつ

あるのか、を正確に分析する必要があろう。 

本稿では、ネット企業を今後の我が国IT産業の将来及びITを活用した知識創造社会を構

築する上で重要な企業として捉えて議論を行う。具体的には、ネット企業に関する一般的な

概念を整理し、本稿が調査対象とするネット企業を定義した上で、それらの企業が集積して

いる東京都区部に限定して企業を抽出、分析することで以下の点を明らかにし、政策立案の

視点を提供することを目的とする。 

①成長性、収益性等様々な観点からみたインターネットバブル崩壊後のネット企業の現状 

②東京都区部におけるネット企業の集積の現状 

 

II. 企業の現状 
 
本稿で行った調査では、東京都区部には2003年7月末現在1,442社のネット企業が存在し

ている。このうち、上場企業は43社である。なお、本稿ではネット企業を「1994年以降に

設立され、インフラストラクチャー、アプリケーション、インターメディアリー、及びイー・

コマースの4種類いずれかの業種を主たる業務として行う企業」と定義する2。 

本章ではこれらの企業の現状に関して、①プロフィールを整理すると共に、②既存の情

報系中小企業等と比較し、③インターネットバブル崩壊後の企業の業績に関して分析を行う。 
 

１ ネット企業のプロフィール 

東京都区部のネット企業の全体像を理解するために、以下では企業のプロフィールを設

立年、業種、資本金、従業員数から分析する。 

 
１-１ 設立年 

図表 1は企業を設立年別に分類したものである。1999年と2000年に設立された企業、つ

まりバブルの最中に設立された企業が全体の約半数近くとなり、当時のインターネット関連

ビジネスに対する起業家の期待の高さがうかがえる。バブル崩壊後の2001年に設立された

企業も180社あり、1997年、1998年以上の水準を保っているが、2002年に設立された企業

は1994年と同程度に落ち込んでおり、実際にバブル崩壊の影響が起業家に影響を与え始め

たのは、2002年度以降と考えられる。 

                                                   
2 ネット企業の定義や事業内容分類等に関しては、「（補論）ネット企業の分析にあたって」に

詳述する。 
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図表 1 ネット企業の設立年 

 
１-２ 業種 

1,442社のネット企業を、先に述べた4つの事業内容別に分類すると図表2のようになる。

アプリケーションが半数強、インターメディアリーが1/3を占めていることがわかる。本稿

ではマーケットプレイスをインターメディアリ

ーに分類しているのと、ECを行っている可能性

の高い小売業や卸売業等の企業を調査対象から

除外しているのでECの割合が少なくなっている。

また、当然、1つの企業が複数の事業を行ってい

るケースの方が多いが、ここでは各社のホームペ

ージの情報から判断してその企業の主な業務内

容をひとつだけ選んでいる。 

割合の大きいアプリケーションとインターメ

ディアリーに関してその内訳を分析してみる。アプリケーションでは58.4％をインターネッ

ト用システム/ソフトウエア/データベース/コンテンツ開発を行う企業が占め、38.9％をウェ

ブサイトのデザインやその使用方法を基にコンサルティングを行う企業が占めている。イン

ターネット用システム等の開発を行う企業の割合は、全体のうち約3割を占めており、本稿

で定義したネット企業の細分類のなかでは最大のグループとなっている。 

インターメディアリーで、最も大きな割合を占めているのがコンテンツプロバイダー等

（45.6％）で、続いてインターネット広告等（18.1％）、オンラインブローカー等のインタ

ーネット上の仲介業者（17.9％）、マーケットプレイス（10.2％）、コミュニティサイト等の

運営（8.1％）の順となる。 

1994年以降、企業の設立年毎に事業内容の割合を示すと図表 3のようになる。総じてア
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プリケーション企業の割合が高くなっている。2000年のバブル崩壊後に設立された企業で

は、最もピュアなインターネット上のプレイヤーであり、実態なきビジネスモデルの典型と

して悪評の高いインターメディアリー企業の割合が高く、2002年に設立された企業ではイ

ンターメディアリー企業の割合がアプリケーション企業の割合を上回っている。 

図表 3 設立年別事業内容 

 
１-３ 企業規模 

ネット企業の規模を従業員数と資本金からみると図表 4のようになる。従業員数規模で

は割合にばらつきが多いが、10～29人の企業が最も多く（41.9％）、30人未満の企業の割合

が6割を超えており、比較的小規模の企業が多いといえる。 

図表 4 従業員数と資本金規模 

一方、資本金規模をみると、最も多いのは1億円以上5億円未満の企業（28.7％）であり、

次に多いのは1千万円以上3千万円未満の企業（34.8％）となる。このうち、資本金が1千万

円ちょうどの企業は約6割である。また、資本金1千万円未満の企業、つまり株式会社形態

をとらない企業も6.2％を占めている3。このことから、ネット企業は資本金規模が1億円以

                                                   
3 2003 年 2 月 1 日に施行された「中小企業挑戦支援法」（通称）により、最低資本金等の商法上

の規制に関する特例を受けた企業は本稿における分析には含まれていない。 
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上の比較的大きな企業と、株式会社としての要件を最低限備えたような小規模の企業とに二

極化していることがわかる。 

 
１-４ 上場志向と上場スピード 

先に述べたように、これら1,442社のネット企業のうち既に上場を果たした企業は43社で

あるが、これら上場企業が設立後どれくらいの期間で上場し、未上場企業には現在どの程度

の上場志向があるのかをみてみる。 

まず、既に上場している企業43社に関してみると、その上場までの平均年数は3年4ヶ月

であり、そのうち設立後2年以内に上場した企業が半数近くである。一方、総務省が2003

年7月に発表した「ITベンチャー研究会中間報告書」によれば、ITベンチャーでは4割程度、

ITベンチャー以外のベンチャー企業では6割以上が、上場までに10年以上かかったとしてい

る。調査対象企業の相違やサンプル数の問題から、この調査と直接比較はできないが、ネッ

ト企業は急速な成長を遂げたITベンチャーの中でも特に成長が速いことが推測できる。 

次に、未上場企業の上場志向を明らかにするため、どの程度の企業がベンチャーキャピ

タル（VC）から出資を受けているのかをみると、現在約1割の企業がVCから投資を受けて

いることがわかった。一般にVCは投資した企業が上場を果たす等、取得した企業の株価が

上がることによって利益を得るため、これらVCから出資を受けている企業には上場志向が

あるといえる。また、2001年にネット企業に対して行ったアンケート調査の結果では、将

来株式公開を考えると答えた企業は約36％であり、実際には上場志向をもつ企業は多いも

のと考えられる4。 

このようなことから、ネット企業は高い上場志向を持つものが多く、その中で実際に上

場できる業績をあげた企業は極めて短期間に上場を果たすといえる。つまり、上場企業の輩

出という観点からみれば、今後ネット企業はITベンチャー全体を牽引できる可能性がある

といえよう。 

 
２ ネット企業と既存の情報系企業 

これまで、ネット企業の成長性や収益性等に関して様々な議論がなされてきたが、その

実態を把握することが困難であったため、既存の情報系中小企業や、情報サービス業との違

いは必ずしも明確にされてこなかった。以下では、本稿で定義したネット企業を既存の中小

企業、及び情報サービス業といくつかの観点から比較する。中小企業に関しては、東京都産

業労働局によって2001年8月に行われた調査に基づいて作成された、「東京都中小企業経営

                                                   
4 ㈱富士通総研、経済産業省（2001） 
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白書（サービス産業編）」のデータを用い、中でもネット企業と業務内容が比較的近いと思

われる「情報・コンテンツ」分野の企業との比較を行った5。また、情報サービス業に関し

ては、2001年11月に行われた調査に基づいて作成された「特定サービス産業実態調査報告

書 情報サービス業編」のデータを用いて比較した6。 

なお、ネット企業のうち情報・コンテンツ分野の中小企業、及び情報サービス業に含ま

れている可能性が高いと思われるアプリケーション企業を、その他のネット企業（インフラ

ストラクチャー、インターメディアリー、イー・コマース）とに分割し、それぞれの企業に

関しても比較を行った。 

 
２-１ 売上高の比較 

図表 5は2000年度の売上高に関して、ネット企業と、東京都内に立地する情報・コンテ

ンツ分野の中小企業、及びサービス業を営む中小企業全体を比較したものである7。 

図表 5 情報系中小企業との売上高の比較 

 
まず、ネット企業をサービス業全体と比較すると、売上高の分布にはほとんど差がなく、

2000年時点ではネット企業は一般のサービス業なみの売上高を確保している企業が多かっ

たといえよう。しかし、情報・コンテンツ分野の中小企業に比べると、売上高の少ない企業

                                                   
5 情報・コンテンツ分野とは、映画・ビデオ制作業、ソフトウエア業、情報処理サービス業、

情報提供サービス業、広告業、市場調査業、電気通信附帯サービス業と定義されている。ま
た、中小企業の定義は業種に応じて中小企業庁の定めた定義に従っている。本稿では、イン
ターネット関連企業を情報・コンテンツ分野の中小企業とできる限り正確に比較するため、
ソフトウエア業、情報処理サービス業の中小企業の定義に合わせ、資本金 3 億円以下または
従業員数 300 人以下の企業のみを抽出して比較した。 

6 東京 23 区内の事業所に関するデータのみを抽出した。 
7 インターネット関連企業に関しては、2001 年 6 月以前に決算報告を行った企業に関して 2000

年のデータとして扱った。決算月と決算年の考え方は以下の分析でも同様で、6 月決算まで
を前年度のデータとして分析を行う。 
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の割合が多少高くなっている。どちらも共に売上高が1～3億円未満の企業の割合がそれぞ

れ32.7％、28.7％と最も大きいが、ネット企業は情報・コンテンツ分野の中小企業より5千

万円未満の企業が5.8％多く、3億円以上の売上高の企業が9.5％少なくなっている。また、1

億円以上の企業の割合は情報・コンテンツ分野の中小企業で62.5％、ネット企業で57％と

なる。 

ネット企業をアプリケーション企業とそれ以外の企業に分割して比較すると、アプリケ

ーション企業は情報・コンテンツ分野の中小企業とほとんど変わらない一方、それ以外の企

業では売上高5千万円未満が3割を超えている。インターメディアリーを中心とするこれら

の企業には、情報・コンテンツ分野の中小企業に比べて実際の売上をあげることができない

企業が多かったことが推測できる。 

一方、ネット企業の売上高の分布を情報サービス業と比較するとこうした傾向はより明

らかになる（図表 6）。 

図表 6 情報サービス業との売上高の比較 

 
情報サービス業では売上高1億円未満の企業は15.6％に過ぎないが、ネット企業では

35.5％にものぼる。また、ネット企業のうち、売上高10億円を超える企業の割合も、情報

サービス業の32.3％に対し、16.1％に過ぎない。 

2000年がインターネットバブル全盛の時代だったことを考えると、本稿で定義したネッ

ト企業は当時、情報サービス業と比べ実際に売上の上らない、「実体なきビジネスモデル」

を採用したものが多かったと考えられる。また、ネット企業の売上高の分布が情報サービス

業よりも、映画・ビデオ制作業や広告業を含む情報・コンテンツ分野の中小企業に類似して

いるのは、2000年時点においては、ネット企業が従来型の産業分類で把握できる情報サー

ビス業とは相当異なった企業である可能性を示唆している。 
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２-２ 利益の比較 

図表 7は2000年のネット企業の税引き後当期利益と情報・コンテンツ分野の中小企業の

経常利益とを比較したものである。当然、当期利益と経常利益との比較であるため一概に全

ての企業を比較することはできない。しかし、赤字企業に関してだけ比較すると赤字企業の

割合はネット企業の方が情報・コンテンツ分野の中小企業よりも3.4％ほど高い。しかしネ

ット企業を、アプリケーション企業とアプリケーション企業以外にわけてみると、アプリケ

ーション企業では赤字企業の割合が少ないが、アプリケーション以外の企業では赤字企業の

割合が情報・コンテンツ企業を10.4％も上回っている。このことから、一部のネット企業に

は、確かに利益を計上できない企業が多かったことがわかる。 

図表 7 利益の比較 

 
ただし、ネット企業をサービス産業全体と比較すると、赤字企業の割合は低くなり、ネ

ット企業だからといって特別に赤字企業が多いとはいえない。むしろ、2000年のインター

ネットバブル全盛の時代においては、インターネット関連業務に特化したシステム構築や、

ホームページ作成を行うアプリケーション企業は、東京のサービス系中小企業全体の中では
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また、2000年はナスダック・ジャパン（2000年6月開設）や東証マザーズ（1999年12月
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整備が進み始めた時期である。こうしたことから、2000年当時のネット企業は赤字企業が
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えると、ネット企業が他の情報関連企業と比べて特に赤字企業が多かったとはいえない8。 

 
３ インターネットバブル崩壊後のネット企業 

2000年の日米インターネットバブル崩壊後、それまでもてはやされてきたネット企業に

対する世間の見方は一転している。それでは、実際にはバブル崩壊後のネット企業の業績は

どのようなものなのであろうか。以下では、2000年～2002年の売上高と当期利益が判明し

ている262社（上場企業：43社、未上場企業：219社）の経営状況に関して分析を行い、バ

ブル崩壊後のネット企業の業況を明らかにする。 

 
３-１ 成長性 

売上高の増加という観点からみた場合、ネット企業は非常に成長性の高い産業セクター

である可能性を秘めている。分析対象とした全てのネット企業の売上高増減率を平均すると、

2000年～2001年では267％、2001年～2002年では64％となり、増加率は減少しているもの

の、急速に売上高を伸ばしている。 

新興産業が生まれる時、その産業セクターに属する企業が速いスピードで成長するのは、

当然であるが、2000年以降のネット企業の成長は極めて異例と考えられるほどの成長を遂

げている。例えば、上場以降マイクロソフト社の売上高増加率が最高を記録したのは1986

年～1987年の間で、当時の売上高増加率は75％である9。この年はPCが本格的に普及し始

めた年でもある。もちろん、このデータと単純に比較することはできないが、売上高増加率

からみた2000年～2001年時点のネット企業の成長性はPC普及時のマイクロソフトをはる

かにしのいでいたことになる。 

図表 8は2000年～2001年、及び2001年～2002年間の売上高増減率の割合別に企業数の

割合を示したものである。2001年には4分の1以上の企業が、前年に比べ売上を3倍増以上に

伸ばしていることがわかる。2000年～2001年より、2001年～2002年の間の方が増加率の大

きな企業は減少しているものの、15％以上の企業が売上高を倍増させている。 

                                                   
8 ただし 2000 年当時に赤字を計上していたネット企業はすでに倒産等により本調査の対象とな

っていない可能性がある。 
9 Microsoft fiscal year financial history 

( http://www.microsoft.com/msft/download/financialhistoryFY.xls )より算出。 
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また、2000年～2001年には約53％の企業が、2001年～2002年には約42％の企業が売上

高を1億円以上増加させている。このことから、インターネットバブル崩壊後も、インター

ネット企業が急速に成長をしてきているといえる。 

図表 8 売上高増減率の割合 

 
３-２ 収益性 

ネット企業全体の赤字額は年々増加しているが、一方で収益性を改善する企業も増加し

ている可能性がある。2000年から2002年にかけて262社の年毎の当期利益を合算すると、

2000年には388億円であった赤字が、2001年には617億円、2002年には996億円と、毎年赤

字額が増大している。しかし、一方で、赤字企業数は2000年には101社（39％）、2001年に

は97社（37％）、2002年には79社（30％）となり、赤字企業自体は減少している（図表 9）。

つまり、全体の赤字額を増加させているのは一部の企業であるといえる。 

図表 9 赤字企業と赤字額の推移 
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ー・トレード株式会社10（2000年の－24億円から2001年には－41億円へ）、マネックス証券

株式会社（2000年の－14億円から2001年には－20億円へ）、ダブルクリック株式会社（2000

年の－4億円から2001年には－6億円へ）、楽天株式会社（2000年の9億円の黒字から2001

年には－5億円へ）等の上場企業が赤字幅を拡大させている11。また、未上場企業では例え

ば、ネットショッピングやネットオークション等の小額決済に特化した業務を行う、イーバ

ンク銀行株式会社が2001年には約38億円だった当期損失を2002年には約43億へと拡大さ

せている。 

また、赤字を増加させている企業の中には、売上も増加させている企業も多く含まれる

ており、収益力を向上させている企業が増加してきている。実際に、2000年には－173％で

あった売上高当期利益率の平均が、2001年には－49％、2002年には－14％へと劇的に改善

している。 

 
３-３ 売上高と利益の推移 

図表 10は、2000年～2002年の売上高と当期利益が判明した262社に関して、2000年～

2001年、及び2001年～2002年の売上高と当期利益の増減から、企業を「増収増益」、「増収

減益」、「減収増益」、及び「減収減益」の4つのセクターに分類し、その変化を示したもの

である。 

バブル崩壊後のネット企業への一般的な見方とは大きく異なり、実際には増収増益を達

成した企業が多かったことがわかる。確かに、2000年～2001年と2001年～2002年の間の変

化みると、増収増益企業が減少し、減収減益企業が増加している。しかし、増収増益企業は

2002年の決算においても全体の4割程度で、全体の中では最大の割合を保っている。 

                                                   
10 イー・トレード株式会社は 2003 年 6 月 2 日にソフトバンク・インベストメント株式会社と

合併。 
11 これらの企業には合併や企業買収に伴う費用がかさんだため当期損失が膨らんだものもある。 
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図表 10 売上高と利益の推移 
 

この2年間をみる限り、確かに増収増益を達成する、いわゆる「勝ち組」の企業は鮮明に

なりつつある。しかし、売上も利益も上げることのできない、いわゆる「負け組」企業はそ

れほど鮮明になってはいないといえる12。2年連続で増収増益を達成している企業は55社で

あり、2001年に増収増益を達成した企業の約半数程度が次の年にも再び増収増益を遂げて

いる。一方で、2年連続で減収減益の企業は13社であり、2001年に減収減益であった企業の

3割程度であるが、同じく3割程度の14社が2002年には増収増益に転じている。 

また、2年間で4つのセクター間を移動する企業の割合は、移動しない企業の割合を大き

く上回っている。2年連続で同じセクターに留まった企業は100社、全体の38％であり、こ

のうち55社が先に述べた2年連続して増収増益の企業となっている。つまり、残りの62％の

企業はこの2年間に他のセクターへ移動していることになる。 

このような現状を踏まえると、一部の企業が業界内部で確固たる地位を築きつつあるが、

その他の企業は成長性と収益性の向上に向けて試行錯誤を繰り返していることが推測でき

る。 

 
３-４ 設立年と業種からみた増収増益企業の特徴 

2年連続で増収増益を達成した企業55社のうち、10社は依然赤字だが、7割近くにあたる

                                                   
12 もちろん、楽天㈱のように「勝ち組」とされながらも、ライコス、インフォシーク等の企業

買収の費用がかさんだために、2002 年に当期損失を計上している企業もあり、増収増益の企
業のみを「勝ち組」として分析するのは妥当ではない。しかし、ここではあくまでこの 3 年
間の業績のみに注目して分析を行う。 
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38社が2年間で売上高を3億円以上増加させている。以下では、特に増収増益を達成した企

業に関して分析を行い、成功しつつあるネット企業の特徴を検討する。 

まず、増収増益企業の設立年に関して分析してみる。図表 11は、2000年～2001年、2001

年～2002年、及び2年連続して増収増益を達成した企業の設立年別企業数の割合を、ネット

企業全体と比較したものである。増収増益企業はネット企業全体とほぼ同様に分布しており、

増収増益企業に設立年による特徴はみられない。 

 

図表 11 増収増益企業の設立年 

 
一般に、インターネットビジネスにおいては早期ブランド・ネームの確立による他のサ

イトとの差別化、それによる顧客ベースの拡大とネットワーク効果、後発者へのスイッチン

グコストの発生等により、先行者ほど利益があるとされてきた。しかし、この結果はこうし

た一般論とは異なっている。2年連続して増収増益の企業のうち21社（38.2％）は、2000

年、つまりインターネットバブルが頂点を迎えた年に設立されており、我が国インターネッ

トビジネスの黎明期から活動していた企業ではない。 

次に、増収増益企業の事業内容に関して分析する。図表 12は、設立年別の比較と同様、

2000年～2001年、2001年～2002年、及び2年連続して増収増益を達成した企業の事業内容

別の割合を、ネット企業全体と比較したものである。各1年毎にみると、増収増益企業はネ

ット企業全体の事業内容割合と大きく変わらない。しかし、2年連続増収増益を達成した企

業を全体の割合と比較すると、インターメディアリー、ECといった、ピュアなインターネ

ットのプレイヤーが多くなっている。一方、インフラストラクチャー企業やアプリケーショ

ン企業の割合は少なくなっている。 

8.7

13.7

16.4

9.2

24.0

28.2

18.2

17.5

31.7

29.1

27.3

25.0

35.6

29.1

38.2

43.5 4.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2001-2002

2000-2001

連続

全体

1994-95 1996-97 1998-99 2000-2001 2002-2003

N=1,442

N=55

N=104

N=117



 14 

 

図表 12 増収増益企業の事業内容 

 
上に述べたようなネット企業の業績に関する分析を整理すると、ネット企業に関する先

行者利益の重要性や、インターネット上のピュアプレイヤーであるインターメディアリーや

EC企業に対する成長性や収益性に対する不信感といった、これまでなされてきた一般の理

解とは反対の結論が考えられる。つまり、先行者利益があったと思われる可能性は示唆され

ず、ネット企業の成長性は高く、収益性も急速に改善しつつあると考えられる。 

こうした分析結果は何を意味しているのだろうか。インフラストラクチャー企業やアプ

リケーション企業とは、消費者や企業といった、インターネットのユーザーがインターネッ

トを有効活用するための基盤を扱う企業である。我が国においてはインターネットバブル崩

壊後の2000年ですら、インターネットを有効活用したビジネスをはじめるための基盤がや

っと整い始めた時期であり、十分先行者になる余地があったと考えるべきであろう。事実、

総務省によればインターネットの人口普及率が50％を超えたのは2002年になってからであ

り、2000年時点では37.1％に過ぎなかった。また、2000年には34.0％であった世帯普及率

も2002年には81.4％となり（携帯電話によるインターネットアクセスも含む。）、ほとんど

の世帯にインターネットが普及したといえるのは2002年以降である13。 

DSLに代表されるブロードバンドの普及によって定額のインターネットアクセスが本格

化し、個人が時間を気にせずインターネットブラウザを閲覧できるようになったのもつい最

近のことである。本稿で行ってきたネット企業に関する分析結果から考えると、我が国でこ

のような基盤整備が本格的に整い始めたのは、実は2000年以降であった可能性が高いと思

われる。 

                                                   
13 総務省編（2003） 
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実際に、2年連続で増収増益を遂げたアプリケーション企業の割合が全体よりも低く、

2001～2002年にかけて増収増益を遂げたアプリケーション企業は割合を減らしている。つ

まり、インターネットを活用するための基盤の整備が一巡したことが考えられる。一方、イ

ンターネットを活用するためのこうした基盤整備が整ったことで、インターメディアリー、

ECといったインターネットを活用するための基盤の上で経済活動を行う、ピュアなインタ

ーネットのプレイヤーが収益を上げることができるようになってきたと推測できる。 

米国のAmazon、Yahoo!、eBayの例を挙げるまでもなく、ネット企業にとっての先行者

利益は重要だと考えられる。だからこそ、必ずしも成功しなかったとはいえ、これまで多く

のネット企業が収益を犠牲にしてでも、ディスカウントや大規模な広告活動を通じて、顧客

シェアの拡大を図ってきた。このように考えると、2000年当時の我が国は未だ新興のネッ

ト企業が先行者利益を十分に享受できる時代であったと考えるほうが正しいと思われる。イ

ンターネットを活用して情報を検索したり、モノを購入したりするという行為が特殊なこと

ではなくなり、インターネットがオフラインを含めた様々な情報流通チャネルの選択肢の一

つとなったのは2000年以降であるといえる。個人が本格的にインターネットを活用するよ

うになって初めてインターネットのピュアプレイヤーが収益を挙げることができるように

なったと考えられる。 

 
３-５ 経営戦略からみた増収増益企業の特徴 

2年連続増収増益を達成した企業の特徴をみると、インターネットならではのサービスを

展開すると共に、そのサービスに利用者の付加価値を考慮して事業展開をしている企業が多

い。これらの企業には、上場企業では携帯電話向けポータルサイトを運営する株式会社フォ

ーサイド・ドット・コムや、求人情報サービスやコンサルティングを手がけるエン・ジャパ

ン株式会社、未上場企業ではインターネット宿泊予約サイトやレンタカー総合情報サイトを

運営する株式会社ジェイヤド、ギフト券販売サイトを企画・運営するギフトケン・ドット・

コム株式会社、インターネットを活用して、荷主とトラック運送事業者とを結ぶ全国ネット

ワークを構築したトラボックス株式会社（いずれも2000年に設立されたインターメディア

リー企業）等が挙げられる。 

無論、詳細な分析を行うためにはこれらの企業と同業他社に関する財務データ等、より

詳細なデータを比較する必要がある。しかし、これらの企業をはじめとする増収増益企業に

は、インターネットならではの情報の仲介、ニッチ市場への参入あるいは、付加価値による

同業他社との差別化といった特徴がみられる。 

特に注目すべきは、これらの企業がインターネットならではの情報仲介機能をうまく活
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用していることである。Evans, Wurster(1999)は、インターネットの活用は既存の情報流

通チャネルでは不可能であった情報のリッチネス（情報の濃度）とリーチ（情報の到達範囲）

のトレードオフを解消したことにあるとしている。リッチネスとは企業が「顧客に提供する

情報がどれくらい深くて詳しいか」を意味する。リーチとは企業が「どれだけ多くの顧客と

接触できるか」、及び「その顧客にどれだけ多くの製品を提供できるか」を意味する14。つ

まり、リッチネスの高い情報を伝達するには顧客との近接性をもった専用のチャネル（専用

の情報ネットワーク、営業網等）が必要であったが、こうしたチャネルでは物理的な制約や

コストから情報にアクセスできる人数、つまりリーチが限られてしまうことになる。しかし、

インターネットの爆発的な普及と情報技術の進歩はより広いリーチを確保しつつも、リッチ

ネスの高い情報を提供することを可能にしている。2年連続増収増益を達成したインターメ

ディアリー企業はインターネットによるリッチネスとリーチのトレードオフ解消をうまく

活用すると共に、そのトレードオフが解消されることでユーザーの利便性が高まるような商

材を扱っているといえる。 

 

III. 企業集積の現状 
 
これまでみてきたように、ネット企業は一般の認識に反してここ数年急速に成長してき

ており、かつ利益をあげることのできる体質へと変化しつつある。それでは、これら東京都

区部のネット企業は都区部のどのような地域に立地しているのだろうか。 

国土交通省は2003年3月に公表した調査で、「東京都区部においてもソフト系ＩＴ産業は

事業所数を伸ばしたが、回復を牽引したのはビットバレーと呼ばれる渋谷駅周辺ではなく、

秋葉原や神田、九段下界隈の事業所の伸びであった。」と分析している15。以下では、東京

都区部におけるネット企業の集積の現状に関して分析を行う。 

 
１ 企業の集積状況 

図表 13は1,442社のネット企業を区別、及び地域別に分類したものである。都心5区に

1,096社と都区部全体の4分の3以上の企業が集中して立地していることがわかる。中でも最

も集積度が高いのは港区、次いで渋谷区で、この2区に都区部全体の4割以上のネット企業

が集中している。 

この結果を国土交通省が2003年6月に公表したソフト系IT産業に関する調査結果と比べ

ると、ネット企業はソフト系IT企業より更に都心5区に集中しており、特に港区、渋谷区へ

                                                   
14 エバンス、ウースター（2000） 
15 ソフト系ＩＴ産業の実態調査 (http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/02/020303_.html) 
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の集中は際立っている。国土交通省の調査では、2003年3月時点で東京23区内には9,933社

のソフト系IT企業の事業所が存在し、そのうち都心5区に約59％にあたる5,909社が立地し

ているとしている。また、最も企業数が多いのは千代田区の1,368社、次いで港区の1,292

社、渋谷区の1,185社と続いており、港区、渋谷区の企業数は都区部全体の約25％に過ぎな

い。 

確かに、国土交通省の発表のようにかねてから存在していた情報サービス企業は千代田

区において集積が進みつつあると考えられるが、一方でより新しい産業であるネット企業は、

依然として港区、渋谷区に集中立地しており、赤坂～渋谷周辺のいわゆるビットバレー地域

は依然都区部最大の企業集積地といえる。 

また、港区、渋谷区の中でも、特に赤坂・六本木、青山、恵比寿・広尾、渋谷、原宿・

代々木の一帯、つまり港区と渋谷区の境界付近に418社と23区内のネット企業の3割近くが

集積し、都区部最大の集積地域を形成していることがわかる。また、秋葉原のある神田周辺

にも企業集積地が形成されている。 

図表 13 地域別ネット企業数 

 
 

２ 集積の形成プロセス 

こうした港区、渋谷区では、これまでどのようにして企業集積が築かれてきたのであろ

うか。図表 14は、都心5区に関して設立年毎にその年に生まれた企業が設立された区の割

合を示したものである。最も多くの企業が設立された2000年に都心5区で設立された企業の

約4分の1づつが港区、渋谷区、千代田区で生まれ、残りのの約4分の1の企業が新宿区と中

央区で生まれている。 
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この年別の設立区の割合をみると、港区、渋谷区が一貫して高い割合になっており、現

在生存している企業の多くがこの2区で設立されていることがわかる。一方、中央区や新宿

区は1999年以降、徐々に割合を低下させている。 

図表 14 設立年別の設立区の割合 

 
また、港区、渋谷区は生まれる企業が多いだけではなく、他の区から移転してくる企業

も多くなっている。図表 15は設立区からどの程度の企業が他の区に移転したのかを2003

年7月時点の各社のホームページから判明した範囲で示したものであり、移転元が設立区を

表す16。基本的には同じ区内で移転する企業が多いが、移転先としては港区、渋谷区、千代

田区の順で多くなっている。このように、比較的立地コストの高い港区や渋谷区がネット企

業をひきつける要因に関しては若者向けソーシャルアメニティの充実等いくつかの要因が

考えられる17。 

図表 15 ネット企業の移転状況 

 
３ 集積地域の特徴 

集積の状況や形成プロセスには一定の特徴があることがわかったが、地域別に企業の業

種や業績には何らかの特徴がみられるのだろうか。以下では、各区に立地する企業の業種と

業績の点からの、地域別の特徴を分析した。 

                                                   
16 数回移転をしている場合、現在の住所を移転先とした。 
17 港区、渋谷区へのネット企業の集積要因に関しては絹川、湯川（2000）を参照。 

移転元 
移転先 移転先計 港区 渋谷区 千代田区 新宿区 中央区 その他 

港区 56 20 11 8 5 5 7 

渋谷区 53 9 30 3 5 0 6 

千代田区 42 7 8 12 4 1 10 

新宿区 24 4 4 6 8 1 1 

中央区 17 2 2 2 3 6 2 

その他 65 9 13 2 5 2 34 

移転元計 257 51 68 33 30 15 60 

0%
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20%
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40%

50%

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

港区 渋谷区 千代田区 新宿区 中央区
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３-１ 業種 

図表 16の上から5つの帯グラフは都心5区の事業内容別の割合を示したものであり、6番

目と7番目の帯グラフは、5区の中でも特に企業集積の著しい赤坂～渋谷に至る地域と神田

地域に立地する企業の事業内容の割合を示したものである。最下段の帯グラフは先に示した

ネット企業全体の業種割合を再度示したものである。 

各区や渋谷～赤坂、あるいは神田といった集積地でも、事業内容別割合に目立った特徴

はないと考えられる。港区のインターメディアリー企業、千代田区と中央区のインフラスト

ラクチャー企業、及び新宿区のアプリケーション企業の割合が若干高い以外は、各区ともほ

ぼネット企業全体の割合と大きく変わる点はない。また、赤坂～渋谷、神田の集積地域は全

体の割合とほとんど一致していることがわかる。 

図表 16 地域別の事業内容割合 

 
３-２ 業績 

都区部の特定の地域に立地する企業の業績が特に他の地域よりも高いという現象もいま

のところ起こっていない。図表 17は先に述べた増収増益企業を年度毎に都心5区別に分類

したものである。渋谷区で2年連続して増収増益を達成した企業の割合が多いが、港区では

少なくなっている。また、2000年~2001年、及び2001年~2002年にかけて増収増益となっ

た企業数の区別の割合に特徴はみられない。インターネットバブル崩壊後、渋谷近辺に立地

する企業、いわゆるビットバレー企業全体の業績に関して懐疑的な意見が多く聞かれた。し

かし、この調査結果からは業績と地域に、特に関連があるとは思われない。 
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図表 17 増収増益企業の地域別割合 

 
この結果は企業集積が現段階では各企業の業績に寄与していないことも示唆している。

Porter（1998）は、クラスターが①生産性の向上、②イノベーションの誘発、③新規企業

の創造といった効果を通じて、特定地域に立地する企業の競争力を強化するとしているが、

そのことが必ずしも即座にクラスター内部の企業の業績向上という形で表れるとは限らな

い。また、東京都区部のように公共交通機関が高度に発達した地域において区別の企業業績

に差異が生まれると考えることも多少無理があろう。しかし、ここで述べた都心5区へのネ

ット企業の集中立地は、今のところPorterのいうクラスターとして機能していない可能性が

ある。 

本来クラスターとは、特定の分野において相互に関連のある企業・機関が地理的に集中

している状態であり、経営資源を提供するサプライヤーや大学、業界団体等も含まれる。ネ

ット企業が集中立地している都区部には、当然これらのクラスター形成要素も既に包含され

ていると考えることができるが、各企業がこれらの経営資源との近接立地を十分に活かして

いるのかどうかは疑問である。当然、企業がクラスター内部に立地することによってもたら

される利益を十分に活かすことができなければ、クラスターが本来もたらす競争力の向上を

望むことはできない。 

 

IV. 政策立案の視点 
 
以下では、これまで行ってきた分析から、今後のネット企業の新興方法、及びそのため

のクラスターの活用方法を考える上での政策立案の視点に関して述べる。 

 
１ ネット企業の新興にあたって 

我が国においてインターネットバブルの崩壊後のネット企業全体に関する不信感が高ま

ったのは、ネット企業に関する正確な実態を捉えることのないまま、悪いイメージだけが先

 2000年～2001年（割合） 2000年～2001年（割合） 連続（割合） 企業数（100%） 

港区 30社（50.00%） 21社（35.00%） 10社（16.67%） 60社 

渋谷区 26社（52.00%） 23社（46.00%） 15社（30.00%） 50社 

千代田区 15社（32.61%） 14社（30.43%） 6社（13.04%） 46社 

新宿区 11社（45.83%） 13社（54.17%） 7社（29.17%） 24社 

中央区 15社（55.56%） 11社（40.74%） 7社（25.93%） 27社 

その他 20社（36.36%） 22社（40.00%） 10社（18.18%） 55社 

合計 117社（44.66%） 104社（39.69%） 55社（20.99%） 267社 
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行したためと思われる18。我が国では、米国で起こったようなドットコム・クラッシュ、つ

まりインターネット企業の急激な淘汰が起こったとはいえない。そして、我が国におけるイ

ンターネットバブル崩壊後のネット企業への不信感は既存IT企業全般の株価の急激な下落、

及びそれら企業の収益力の低下による印象的なもので、インターネットビジネス自体、ある

いはその将来性とは無関係なものであったと言える。また、ネット企業に関する悪い印象は、

売上の増加のないまま毎年赤字を増加させている一部の企業、あるいは一時華々しく市場に

登場した一部の企業に対するインターネットバブル崩壊後のイメージが悪すぎたこと19に

起因していると思われる。つまり多分に心理的要因があった可能性がある。 

確かに、これまで述べてきたネット企業に関する分析は、現在生存している企業に関す

るものであり、既に倒産、解散、あるいは吸収合併された企業に関してのデータを比較分析

したものではない。しかし、1994年以降設立され、インターネットバブルを経て生き残っ

てきた我が国ネット企業には依然高い成長性があり、収益性も改善しつつある。 

インターネットバブル崩壊後のネット企業の悪いイメージに臆することなく、こうした

成長性の高い産業セクターの新興を図ることは、我が国IT産業だけでなく、消費者や企業

にとってIT活用による利便性の向上といった面からも重要な課題だと考えられる。例えば、

2003年7月に決定された政府の『e-Japan戦略Ⅱ』では「ITの利活用による元気・安心・感

動・便利な社会の実現」という目標を掲げている。これは、インフラの普及から、その活用

に政策課題が移行しつつあるとの政府の認識を示していると考えることができる。そして、

こうした目標の実現には、ネット企業の振興は必要不可欠だといえよう。 

現在、ユーザーにとってのインフラやアプリケーションの整備などは軌道に乗りつつあ

る。無論、更なるインフラ整備に向けた政策的課題はあるが、今後はネット企業全体の中で

も特に成長性や収益性が高いと思われるインターメディアリー企業やEC企業の活動が活発

になるような政策的支援方法を、インフラ整備以上の重要な政策課題として考えていくべき

である。つまり、どのようにしたらインターネット上で活動を行う企業がオフラインでの活

動のみを行う既存企業と同様、円滑に企業活動を行えるのかを検討し、そのための施策を講

じるべきであろう。こうした施策とは、コンテンツの流通と著作権、情報セキュリティ、イ

ンターネットを活用した情報仲介に関わる法制度、規制の緩和等広範なものである。そして、

これらの施策を考える際には、利用者がインターネットビジネスならではの利便性を確保で

                                                   
18 例えば、「IT 不況について」（総務省）ではネットバブルの崩壊により我が国でもドットコム

企業の収益低迷の長期化が起こっているとしている。 
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/chousa/keizai/1101b.pdf 

19 例えば、1999 年にマザーズ上場第 1 号となった株式会社リキッドオーディオ・ジャパンは、
その後、前社長の逮捕や親会社の破綻等を経て現在は全く別の企業として活動を行っている。 
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きるようにすることが重要であり、既存の商習慣に囚われるべきではない。 

既に、インターネット上で商取引を行う企業活動を円滑化するための施策は進みつつあ

る。こうした施策としては、例えば電子署名の利用と流通の円滑化を目的とした「電子署名

及び認証業務に関する法律」（平成12年法律第102号）20、ECの取引ルールを明確にした「電

子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」（平成13年6月）、あるい

は電子商取引に関する様々な法的問題点について、民法をはじめとする関係する法律がどの

ように適用されるのかを示した、「電子商取引等に関する準則」（平成15年6月）等が挙げら

れる。今後はこうした法制度の整備をより重点的に行っていく必要があろう。 

しかし、こうした施策が実施され始めたのは2000年以降である。つまり、一部のインタ

ーメディアリー企業やEC企業は、事業を開始してから数年間は制度の整備を待たなければ

ならなかったことになる。今後、政策当局は新たにインターネット上に現れるインターメデ

ィアリー企業やEC企業の業務内容に目を配り、それらの企業が活動をしやすくするような

施策を迅速に講ずる必要があろう。 

 
２ クラスターの活用にあたって 

1980年代のテクノポリス政策以降、数多くの地方自治体がIT関連企業の誘致を行い、ク

ラスターを形成することで産業振興を行おうとしてきた。しかし、こうした政策の多くが失

敗に終わっていることは論を待たない。 

ネット企業に関しても、その企業と特性から考えると立地環境を整えて企業誘致を図る

ための施策を実施するのは困難である。また、政策的な効果が必ずしも短期的に見込めるも

のではないため、各自治体による企業誘致が成功する可能性は低いと言わざるをえない。そ

のような立地環境は一般に長い年月をかけて醸成されるものであり、ネット企業自体の誘致

を図ることのみを目的とするのではなく、都市環境を全般的に整備することにより、都市の

魅力が高まり自然と企業が集まるのである。もちろん、ネット企業だけではなく、今後の知

識社会における労働者をひきつけるような全般的都市環境の整備を長期的視野にたって行

うことは、今後の地域社会にとって重要な課題だと考えられる。しかし、それが短期的にネ

ット企業の誘致につながるかのような期待をしてはいけない21。 

今後、クラスターを活用してネット企業を振興していく上でより重要なのは、企業誘致

ではなく、既に自然発生している企業集積を発見・認知して地域の産業として重点的に育成

                                                   
20 情報セキュリティに関する法律は、以下の経済産業省のホームページに詳しい。 

http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/digitalsign.htm 
21 このような都市環境に関しては、新たな知識階級である“Creative Class”の価値観から地域

の産業発展に関して論じた、Florida(2002)の議論が参考になる。 
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していくことである。そして、その際にはクラスターの形成プロセスを理解する必要があろ

う。図表18は、米国におけるネット企業のクラスターの形成プロセスを示したものである22。 

図表 18 ネット企業クラスターの形成プロセス 

 
まず、ベンチャー企業等の柔軟な組織形態をもつ企業が若者向けのソーシャルアメニテ

ィの充実等、ある一定の都市環境に誘引されて集中立地をするようになると、その地理的な

近接性を活かしたインフォーマルな人的ネットワークが形成され、コミュニティへと進化す

る。このようなコミュニティ内部では専門家同士の分業・連携が起こり、そうした活動が起

業を促進し、集積密度がさらに高まることになる。そして、成功する企業が現れてコミュニ

ティの認知度が高まると、一種のブランドとなる。その結果、更に多くの資金や優秀な人材

が流入して、さらに新しいビジネスを生み、クラスター全体の発展が促される。例えば「シ

リコンバレー」は単なる地域名称というよりも、ある地域に存在する専門家同士のコミュニ

ティのブランドとなっており、そのコミュニティの一員になるために更に多くの人材や資金

を呼びこんでいるといえる。 

すなわち、ネット企業のクラスターがその本来の機能を果たすためには、単に一定地域

に企業が集中して立地しているだけでなく、集中立地によって形成されたコミュニティが各

企業にとって実際に利益をもたらすものであることが重要である。そして、こうしたクラス

ターが形成される過程では人的ネットワークを醸成しようとする大学やVC、あるいはNPO

等のコーディネーターが重要な役割を担うことが多い。 

このようなクラスター形成プロセスを踏まえた上で政策的支援を考えると、例えば渋谷

や秋葉原のような、既にある程度企業集積が形成された地域において、企業集積をコミュニ

                                                   
22 湯川（2002） 
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ティへと醸成しようとする各地域のコーディネーターや、人的ネットワークの中心（ハブ）

になっている組織や団体等に対する政策的支援を行うことが有効である。米国では、産学の

連携が進んでいることや、VC投資が活発であるため、大学やVCが人的ネットワークのハブ

として機能し、結果的にクラスターの発展を生んでいる。こうした米国におけるクラスター

発展の経路から考えれば、既にネット企業の集積が自然発生しクラスターの初期段階にある

場合、その地域、すなわち「面」に対して重点的に産学連携の促進やリスクマネーの供給シ

ステムの整備を行うことが重要である。こうした支援は、産学連携によるインターネット関

連技術の普及や、資金調達手法の直接金融へのシフト、起業の促進といった、これまで我が

国が抱えてきた政策課題の観点からも重要であろう。 

更に進んで、集積地域にハブとなっている組織や企業が既に存在している場合、面に対

する支援を行うのではなく、「点」に対する支援を行うべきである。具体的には、政府調達

や、経営の専門家の斡旋を通じて集中的にそうした組織や企業を支援すべきである。つまり、

税金の減免、補助金、あるいは助成金によって一定地域の企業全てに一律の支援を行うので

はなく、ネットワークのハブに焦点を絞り、仕事の供給と人的ネットワークの更なる拡大の

観点から、個別の組織や企業に対して支援を行うのである。その際、個別の組織や企業に対

する支援は公平性を欠くというような従来型の政策論に拘泥すべきではない。 

2001年以降、経済産業省の「産業クラスター計画」や文部科学省の「知的クラスター創

成事業」が開始され、多額の予算をもとに全国各地で実際の支援が行われつつある。これら

の政策の特徴は、いずれも官主導で企業間のネットワークを構築しようとしている点である。

例えば、経済産業省は産業クラスター政策の実施にあたって、「地域経済産業局自らが結節

点となって産学官のネットワークの形成を促す」23 としており、文部科学省では、「地方自

治体が指定する中核機関（科学技術関係財団等）」をネットワークの中心として考えている。 

これまで述べたように、こうしたクラスター政策を実施する際には、実際に企業が集積

している地域において、コミュニティへの支援を行ってクラスターを機能させるような方法

が、より効果的である。そして、その際には既に人的ネットワークのハブとなっている組織

を支援することが望ましいであろう。企業集積が形成された地域において、こうした機能は

既に民間の企業が果たしている可能性が高い。政策当局自らがネットワークのハブになるこ

とを目指すのではなく、既にネットワークのハブとして機能しているような組織を抽出し、

それらの組織の活動を支援するべきであろう。 

インターネットバブルの崩壊によって、ネット企業が崩壊したり、都区部の集積地域が

                                                   
23 産業クラスター計画（地域再生・産業集積計画）について（経済産業省） 

http://www.meti.go.jp/topic/data/e20308aj.html 
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なくなったりしたわけではない。むしろ、企業のパフォーマンスは堅調だと考えられ、集積

傾向も衰えを見せてはいない。今後産業政策や地域政策を考える際には、インターネットバ

ブル崩壊に伴って生まれた、間違った認識にとらわれてはいけない。また、未だに、インタ

ーネットを有効活用することで実現すべきアイディアは数多い。すなわち、インターネット

関連の分野での起業を目指す起業家にとってのフロンティアは、他の産業にも増して広がっ

ていると思われる。 

 
V. 今後の研究課題 

 
本稿では、あくまでも我が国インターネットバブル崩壊後のネット企業とその集積状況

の現状を明らかにすることにのみ焦点を絞って分析を行ってきた。しかし、ネット企業とい

う新しいタイプの企業は、既存の産業分類で把握することが困難であるが故に、既存の経営

理論の適用が進んでいない。また、クラスターに関しても単なる企業集積以上の、企業間関

係、あるいは大学、関連団体といったクラスターの構成要素との関係に関する踏み込んだ分

析は行われていない。こうした現状を踏まえ、以下のような点を今後の研究課題としたい。 

 
１ ネット企業の戦略分析 

本稿で行った増収増益企業に関する分析から考えると、インターメディアリーやECとい

った、ピュアなネット企業においても、従来から語られてきた企業戦略に関する理論が適用

できる可能性が高いと思われる。実際にPorter（2001）は、ネット企業においても企業に

競争優位をもたらすための既存の戦略は依然重要であることを指摘している。しかし、今の

ところ我が国でネット企業に既存の企業戦略理論を適用して分析した研究はなされていな

い。今後は、市場でのポジショニングの重要性を指摘するPorterの企業戦略理論、あるいは

競争優位の源泉を企業の内部にあるとするBarney(2001)の戦略論等をネット企業の財務デ

ータなどを基に実証してみる必要があろう。 

 
２ クラスターの機能に関するネットワーク分析 

本稿で述べたように、東京都区部の一部には明らかにネット企業の集積が見られる。こ

うした企業集積がクラスターとしてどのようにして機能しつつあるのか、その機能を阻害す

る要因はなにか、そして、その機能を向上させるにはどのような方法があるのかをできるだ

け精緻に分析する必要があろう。具体的には、どのような組織、団体あるいは企業が東京都

区部のネット企業の集積地域において人的ネットワークのハブとして機能しているのかを、

ネットワーク分析を行って明らかにしたい。また、こうした分析結果を基に、企業が近接立

地の便益をどのように享受しているのかを詳細に検討する必要がある。 
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（補論）ネット企業の分析にあたって 
 
以下ではネット企業を分析する上での既存の統計の問題点を指摘した上で、そうした問

題を解決するための調査方法、及び本研究の意義に関して述べる。 

 
１ 既存の文献調査 

特定の産業や企業の実態を網羅的に把握することは民間企業には困難であることから、

実態を表すデータには官庁統計や官公庁による調査が用いられる。以下では、ネット企業を

正確に把握する上での既存の官庁統計の限界と、これら官庁統計の基となる日本標準産業分

類の問題点を指摘する。 

 
１-１ 既存の官庁統計 

図表 19は、インターネット関連企業に最も関係が深いと思われる業種を対象に実施され

ている各官庁統計について、調査の所轄官庁、調査周期、公表されている最新調査時点を整

理したものである。 

図表 19 官庁統計の把握するインターネット関連企業 
調査 所轄官庁 調査周期 最新調査時点 関連する対象業種（産業小分類） 

事業所・企業統計調査 総務省 5 年 2001 年 
ソフトウエア業、情報処理・提供サービ
ス業、その他情報サービス業、ニュース
供給業、興信所 

企業活動基本調査 経済産業省 1 年 2001 年 
ソフトウエア業、情報処理・提供サービ
ス業、映画・ビデオ制作業、新聞業、出
版業 

特定サービス産業実態調査 経済産業省 1 年 2001 年 ソフトウエア業、情報処理・提供サービ
ス業 

ソフト系ＩＴ産業の実態調査 国土交通省 6 ヵ月 2003 年 インターネット関連サービス 
（NTT タウンページの分類） 

 
現在入手可能な企業数等に関わる最も包括的な調査データとしては、5年に1度の調査周

期で行われる総務省の「事業所・企業統計調査」がある。これは国内の全ての事業所を対象

に、業種、従業者規模、本所・支所の別、開設時期などを調べる基本的かつ大規模な調査で

あり、企業数等や企業の基本的属性を捉えることができる。しかし、調査周期が5年に一度

と長いため、IT産業のような動きの速い産業に属する企業の実態を把握するのは困難であ

る。 

毎年一度の調査周期で行われる調査としては、経済産業省の「企業活動基本調査」があ

る。この調査は「事業所・企業統計調査」に比べ、企業レベルでの属性を非常に詳細に捉え

ることができるが、対象が「従業者50人以上、かつ資本金3,000万円以上の企業」であり、

必ずしも包括的にスタートアップ企業を含む中小企業の実態を把握することはできない。 
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また、同じく経済産業省が毎年一度の調査周期で行う調査に「特定サービス産業実態調

査」がある。この調査では基本的属性の他、売上高や営業費用、固定資産等詳細な情報を事

業所レベルで得ることができる。 

より短期間の調査周期でインターネット関連企業の実態を正確に把握している可能性の

ある官庁の調査には、国土交通省が半年に一度の調査周期で行う「ソフト系IT産業の実態

調査」がある。しかし、この調査はNTTタウンページに登録されているソフト系IT企業（イ

ンターネット、ソフトウエア、情報処理サービス）のデータのみを基にして集計を行う調査

であり、他の調査のように企業や事業所の担当者が調査票を記入しているものではない。あ

る時点においてNTTタウンページに登録されている企業の所在地の情報しか得ることがで

きず、それ以外の属性を知ることはできない。つまり同調査では、ある時点でNTTタウン

ページに登録されている企業数を地域ごとに把握することができるが、それらの企業が実際

には何年に設立されたのか、あるいは従業員規模がどの程度なのか等の詳細な情報を得るこ

とはできない。例えば、この調査で算出されている企業の開廃業率とはある2時点間でNTT

タウンページに登録されている企業の差である。 

 
１-２ 日本標準産業分類とインターネット関連企業 

これまで述べたいずれの官庁統計や調査でも、インターネット関連企業を含む各業種の

企業属性を地域別に捉えることができる。しかし、一般に認識されているネット企業を正確

かつタイムリーに把握するには、企業の分類方法により大きな問題がある。前掲の図表 19

からもわかるように、「事業所・企業統計調査」、「企業活動基本調査」、「特定サービス産業

実態調査」のいずれも、ネット企業として把握しているのは、日本標準産業分類の小分類に

おける「ソフトウエア業」、「情報処理・提供サービス業」、あるいはそれぞれの産業細分類

の組み合わせであり、これまで一般に認識されているネット企業だけを正確に把握すること

はできない。また、「ソフト系IT産業の実態調査」では、NTTタウンページ自体に「インタ

ーネット」という業種分類があるため、ネット企業の一部をより正確に把握することが可能

であると思われるが、企業の属性に関する情報に乏しいという問題がある。 

つまり、これらの調査でネット企業を正確かつタイムリーに把握できないのは、現行の

日本標準産業分類の未整備に帰するものである。各種の白書や報告書、あるいは様々な既存

の研究においても、日本標準産業分類を基に行われた調査結果に基づいてデータを集計・分

析しているため、社会科学の分野においてこれまでネット企業に関する研究の進展がなかっ

たのも当然といえる。 

このようなこともあり、日本標準産業分類は2002年3月に9年ぶりに改訂され、同年10月
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調査から適用になっている24。改訂標準産業分類では、大分類として「H-情報通信業」が創

設され、中分類として新たに「中分類40-インターネット付随サービス業」が設けられた（小

分類401、細分類4011にも「インターネット付随サービス業」が新設された。）。 

この改訂標準産業分類におけるインターネット付随サービス業とは「主としてインター

ネットを通じて、通信及び情報サービスに関する事業を行う事業所であって、他に分類され

ない事業所をいう。」と定義される25。具体的には「サーバ・ハウジング業；ASP（アプリ

ケーション・サービス・プロバイダ）；電子認証業；情報ネットワーク・セキュリティ・サ

ービス業；ポータルサイト運営業」が含まれることになっているが、「インターネット広告」

や「ネットバンキング業」はインターネット付随サービス業に含まれないことが明記されて

いる26。 

つまり、改訂標準産業分類でもインターネットを有効活用して既存の仲介業を進化させ

たこれらの新たな業態の企業は、既存の広告業や金融業、その他サービス業などに分類され

たままである可能性が高いと考えられる。こうした分類は「広告業」や「金融業」を正確に

把握する際には非常に有用だが、マスコミ等で醸成されたネット企業に対する一般的イメー

ジとは乖離しているといわざるをえない。もちろん、どのような業種を営む企業を小分類や

細分類の「インターネット付随サービス業」に分類するのかに関する具体的な議論が開始さ

れるのは今後のことだと思われるが、少なくとも現在の改訂産業分類でも現状のネット企業

の現状を把握するのは困難であると思われる。 

 
２ 研究の方法 

これまで述べたように、既存の官庁統計や調査では日本標準産業分類が抱える問題から、

一般に考えられているネット企業を正確に把握することができない。それでは、どのように

定義を行い、どのように調査を行えば、ネット企業を正確に把握することができるのだろう

か。本研究では、まず既存の文献等を基にネット企業に関する概念整理をした上で定義を行

った。次に、ネット企業の定義に基づき、独自の調査で東京都区部におけるネット企業を抽

出しデータベースの構築を行って、できる限り一般に認識されるネット企業を正確に把握で

きるようなデータを用いて分析した。以下ではネット企業の定義と、本研究で用いた調査方

                                                   
24 詳しくは、「日本標準産業分類の改訂について（統計審議会答申）」を参照。（ここでは、「情

報通信の高度化」を改訂の要因のひとつに挙げている。）
http://www.stat.go.jp/info/singikai/2-268b.htm 

25「大分類 H―情報通信業」の分類項目名，説明及び内容例示
http://www.stat.go.jp/info/seido/sangyo/pdf/san3h.pdf 

26  例えば、「ネット広告業」は「8399 他に分類されない広告業」として「ちんどん屋」や「サ
ンプル配布業」と同様の業種として分類されている。 
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法に関して述べる。 

 
２-１ ネット企業の概念整理 

1990年代から「インターネット関連企業」、「ネット企業」、「ドットコム企業」、あるいは

その類義語等をタイトルに用いて数多くの書籍や研究が著されている。また、これらの言葉

は様々なメディアでも広く用いられている。しかし、そのほとんどは正確に企業を定義する

ことなくインターネットというメディアを活用している企業全般をインターネット関連企

業として扱い、個別企業の事例研究を行っているか、もしくは官庁統計の情報サービス業等

に分類される企業に関して分析するにとどまっている。このようなことから、我が国におい

ては未だインターネット関連企業に関する共通したイメージが構築されるに至っていない

と言えよう27。 

個別企業の事例研究や政府の統計に頼らず、独自の定義を用いてインターネット関連企

業を把握しようとした試みは、現在のところ国内では見当たらないが、このような企業が集

積しているアメリカのサンフランシスコやニューヨークでは過去に行われている。本稿でい

うインターネット関連産業を、サンフランシスコの調査では「インタラクティブメディア産

業」、ニューヨークの調査では「ニューメディア産業」としている28 。両都市の調査におけ

る企業の定義に若干の違いはあるが、要約すればこれらの調査ではこうした企業を「情報産

業のうち、インタラクティブに使用される製品・及びサービスを第三者に提供している新し

いタイプの企業」と定義し、業界団体の名簿等を基に実態把握を行っている。より具体的に

は「コンテンツのデザイン・開発、マーケティング、配給、及びコンテンツ作成に必要なツ

ールの作成」等を行っている企業のことを指しており、ホームページを制作する企業やイン

ターネットのコンテンツ、及びそれを活用したサービスを提供している企業にフォーカスを

あてている。この定義自体はかなり曖昧であるが、これらの調査が行われた1990年代後半

時点の状況に即して考えるとこのような極めて新しい産業を捉えるのには適当であったと

いえる。 

これらの調査が開始された時点よりはるかにインターネットが普及した現在においても、

「インターネット関連企業」の定義には様々な問題を伴う。これは主にインターネットが

様々な新しい業務内容を行う企業を生み出し続けており、これらの企業を全て包含するよう

                                                   
27 例えば、2000～2003 年度版の「現代用語の基礎知識」、「immidas」はいずれも「インター

ネット関連企業」、「ネット企業」、あるいは「ネットベンチャー」という項目を設けていない。
また、「アスキーデジタル用語辞典」(http://yougo.ascii24.com/)、「e-Words 情報・通信辞典」
(http://e-words.jp/)といった比較的定評のあるウェブサイトにおいても定義されていない。 

28  Coopers & Lybrand et al. (1996、1997、1998) 、PricewaterhouseCoopers et al. (2000) 
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な定義を行うのは未だに困難なためである。しかし、インターネットを活用したビジネスが

より複雑になり業務の細分化が進むと共に一方で、Yahoo!やAmazon等、インターネット関

連ビジネスの様々な分野においてその認知度を上げることに成功した企業が実際に出現し

たため、それぞれのインターネット関連ビジネスに関する具体的イメージの構築や理解が容

易になりつつある。こうしたことから、以前より個々のインターネット関連ビジネスに関す

る概念整理が進み、様々なインターネット関連ビジネスの領域に関してその具体的イメージ

を形成することが可能になり始めている。 

こうしたインターネット関連ビジネス領域の細分化と具体的なイメージの形成によって、

これまでにも、様々な調査がその目的に応じてインターネット関連ビジネスを様々に分類し

ている。これらの調査の中でも、インターネット関連ビジネス全体に関して包括的に概念整

理を行い、その具体的イメージを提示している代表的なものとして、シスコシステムとテキ

サス大学によって1999年から2001年の間に毎年行われた “Measuring the Internet 

Economy”がある29。この調査は、インターネット関連の製品やサービスから売上を上げて

いる企業の経済規模を測定することを目的としている。この調査では、最初からインターネ

ット・エコノミー全体を定義するのではなく、先ずインターネット・エコノミーを形成する

4種類の業種分類（「インフラストラクチャー」、「アプリケーション」、「インターメディア

リー」、及び「インターネット・コマース」）を行い、それぞれの業種の関係に関する概念整

理を基に、インターネット・エコノミー全体のフレームワークを構築することから作業を始

めている。こうした作業を行った上で、米国政府の統計を使用せずにそれぞれの業種分類（レ

イヤー）に属する企業を選別し、各レイヤーに所属する個別企業に関して調査を行って売上

高や従業員数等を把握することで、最終的にインターネット・エコノミー全体を測定してい

る。また、各レイヤー別に更に細かい業種分類が行われ、それらの業種に属する代表的企業

名を挙げているため、各レイヤーの具体的イメージを形成することができる。 

この調査は、インターネット関連企業の経済規模を測定する過程で独自の定義を用いて

個別のインターネット関連企業を抽出しているという点で、先行研究として参考になる。ま

た、ここで行われた業種分類は非常に具体的であると共に、そのフレームワークは複雑化の

進展するインターネット関連ビジネスを捉えるのに適していると考えられる。 

 
 
 
 

                                                   
29 Cisco Systems, University of Texas (1999, 2000, 2001)  
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よって、本研究ではネット企業を正確に把握するために“Measuring the Internet 

Economy”で行われた業種分類、及びその定義とフレームワークを準用する。つまり、先に

4種類の業種分類を行い、ネット企業の行う業務内容のイメージを構築することでネット企

業の定義を行う。 

図表 20は、本研究でネット企業と定義する企業の業務内容を表したものである。「イン

ターネットを活用するのに必要な基盤部分」（インフラストラクチャー、アプリケーション）

と、「そうした基盤の上で行われる経済活動」（インターメディアリー、イー・コマース）と

いう概念を基に分類された4種類の分類とそれぞれの分類における代表的上場企業を記し、

それぞれの分類に関して更に細かい業種分類を行った。以下では、これら4分類の事業内容

に関して定義を行うと共に“Measuring the Internet Economy”と本研究の各分類における

定義の相違点に関して述べる。 

図表 20 ネット企業の業種分類 
（1） インフラストラクチャー（例：インターネット総研等） 

ネットワーク関連技術 

インターネット・サービス・プロバイダー（ISP） 

レンタルサーバ/ホスティング/レジストリ/ドメイン取得 

インターネットデータセンター 

（2） アプリケーション（例：エッジ、ソフトバンク・テクノロジー等） 

コンサルティング（ホームページデザイン・企画・作成） 

インターネット用システム/ソフトウエア/データベース/コンテンツ開発 

アプリケーション・サービス・プロバイダ（ASP） 

（3） インターメディアリー（例：ヤフー、楽天等） 

コンテンツプロバイダー/アグリゲーター 
 
仲介業（オンラインブローカー/トラベルエージェンシー/車のディラー/就職サイト等） 

インターネット広告/マーケティング/リサーチ 

コミュニティサイト等運営 

マーケットプレイス/モール 

（4） イー・コマース（例：ジェイストリーム等） 

情報財の配信/オンラインショッピング全般 

 
２-１-１ インフラストラクチャー 

インフラストラクチャーに分類される企業とは、インターネットの普及とインターネッ

トを活用したビジネスの基礎となるサービスを提供している企業であり、ネットワーク関連

の技術開発を行う企業や、インターネット・サービス・プロバイダー（ISP）等が含まれる。 

“Measuring the Internet Economy”では、DELLやHewlett-Packard等のサーバーや

クライアント側のハードウエアを製造する企業、及びCisco Systems等のネットワーク機器

を製造する企業をインフラストラクチャーに分類している。しかし、こうしたハードウエア
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やそれを構成する部品を扱う企業までを含めると、あまりに広範な企業がネット企業に含ま

れることになり、実際のイメージが掴みにくくなるため、本研究ではこれら製造業を営む企

業を調査対象から除いている。 

２-１-２ アプリケーション 

アプリケーションに分類される企業とは、インターネットを使用したトランザクション

を円滑にするために必要なソフトウエア・アプリケーションの開発や、そのためのサービス

を行う企業で、ウェブサイトのデザインやコンサルティングを行う企業もアプリケーション

に分類される。 

“Measuring the Internet Economy”では、SAPのような企業向けの業務用ソフトウエ

アの開発を行う企業もアプリケーションに分類している。確かに、ERPやCRM関連のソフ

トウエア等、インターネットの活用を前提として開発を行う業務用ソフトウエアは年々増加

している。しかし、こうしたソフトウエアの開発を行う企業を人事、財務等、必ずしもイン

ターネットの活用と関係しない各種業務関連のソフトウエアの開発を行う企業と区別する

ことが困難であるため、本研究ではこうしたソフトウエアの開発を行う企業を調査対象から

除いている。 

２-１-３ インターメディアリー 

インターメディアリーに分類される企業とは、インターネット上の情報の仲介を行う企

業で、ポータルサイトに良く見られるコンテンツアグリゲーター、旅行代理店やオンライン

ブローカーやオンラインのトラベルエージェントのような既存の仲介業をインターネット

上で行う企業などが含まれる。インターネット広告を行う企業も当然こうした仲介業の一部

であるが、企業数が多いため本研究では他の仲介業と区別している。また、インターネット

上で複数の売り手と複数の買い手が出会う場である、いわゆるマーケットプレイスを提供す

る企業も本研究ではインターメディアリーとして分類した。こうしたことから、インターネ

ット上のショッピングモールもマーケットプレイスとしている。 

インターメディアリーに分類される企業は最もピュアなインターネット上のプレイヤー

として捉えることができ、いわゆる「ドットコム企業」の多くはインターメディアリーに分

類される。 

２-１-４ イー・コマース30 

イー・コマース（EC）に分類される企業とは、原則的に物理的な店舗なしで自ら製品・

                                                   
30 “Measuring the Internet Economy”の分類では、“Internet Commerce”とされているが、イ

ー・コマース(E-Commerce:電子商取引)という言葉が既に定着していることから、本研究で
は、「イー・コマース」として分類する。 
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サービスを提供するか、自ら在庫を持ち販売チャネルをインターネットに限定して取引を行

う企業である。この定義は通常のEC、あるいは電子商取引の定義と必ずしも一致しない。

例えば、電子商取引の国内での普及促進を図る目的で設立された経済産業省の外郭団体であ

る電子商取引推進協議会では「電子商取引市場参入から代金決済・取引終了に至る商取引フ

ローの一部または全部を、ネットワーク上で行うこと。」と定義しており、物理的な店舗の

有無や販売チャネルに関して言及していない。 

また、“Measuring the Internet Economy”では、カタログによる通信販売を行う企業や

インターネットで活用して商品の販売を行う既存の小規模小売店を“Internet Commerce”

に分類しているが、本研究ではこうした企業を分類していない。このような定義から、本研

究がECに分類する企業には主に、ソフトウエアや楽曲のようなデジタル化された情報財を

インターネット経由で配信し課金している企業が含まれる。 

 
２-２ ネット企業の定義 

ネット企業の業種に関しては以上のような業種を行うものとして定義することが可能に

なったが、一般に認識されるネット企業を正確に把握するためには、業種だけでなくインタ

ーネットの普及時期とあわせて考える必要がある。それは、他の情報系企業と異なり一般的

にネット企業とは、インターネットという新たなメディアが利用され始める以前に存在して

いたは考えづらいからである。そこで、本稿ではネット企業とはインターネットの普及以降

にそれを活用したイノベーションを行うために出現したものと想定する。具体的には、我が

国においてインターネットの普及が開始された年を1994年とし、この年以降に設立された

企業をネット企業とする。1994年は米国においてネットスケープ・コミュニケーションズ

が設立され、Netscape Navigator 1.0が登場して一般的なブラウザが利用可能になった年で

あり、我が国において小規模のプロバイダーが激増した年でもある31。また、現在我が国で

ネット企業とされる企業のほとんどはこの年以降に設立されている。 

一般に認識されているネット企業を正確に分析するという本研究の目的と、定義におけ

る客観性の確保の必要性、及び後に述べる調査方法に起因する調査の限界から、以下ネット

                                                   
31  Mosaic の開発や、IIJ(株式会社インターネットイニシアティブ)等がインターネットの商用

サービスを開始したのは 1993 年であるが、1994 年は NEC や富士通（インフォウェッブ）
等が VAN 事業から商用プロバイダーとして相次いで参入した。これら VAN 事業者以外にも
リムネットやベッコアメ・インターネットなどの新規通信事業者、また NTT PC コミニケー
ションズ、ASAHI-NET のようなパソコン通信事業者も次々と参入した。会員数が少ない場
合はマンションの一室でビジネスを行うことが可能であったため、IIJ のような一次プロバ
イダーから借り受けた専用線に市販のモデムをつないでサービスを開始する小規模プロバイ
ダーが数多く誕生した。 
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企業を、「1994年以降に設立され、上記に定義したインフラストラクチャー、アプリケーシ

ョン、インターメディアリー、及びイー・コマースの4種類いずれかの業種を主たる業務と

して行う企業」と定義する。また、後述する調査方法の限界から、ネット企業とは自社のホ

ームページを持っていることを想定する。 

 
２-３ 調査の方法 

本研究においては、先に定義を行ったネット企業に関して包括的に把握するため、既存

のデータベース等を基にインターネットを活用して一社ずつその企業のホームページ(HP)

を検索・確認してから企業データを追加する方法で独自データベースの構築を行った。そし

て、構築したデータベースを基に、創業年、資本金、従業員数など企業の基本的な属性を把

握すると共に、地域別の企業数等の情報を収集した。本項ではデータベース構築の方法に関

して述べる。 

 
２-３-１ NTT タウンページによる調査 

独自データベース構築の基礎としたのは、NTTタウンペー

ジのデータベースである。このデータベースのうち、ネット

企業が包含されていると想定したのは、図表 21のNTTによ

る7つの業種に登録されている企業である。ここでは、2003

年3月時点のNTTタウンページデータベースにこれらの業種

として登録されている企業のうち、複数掲載されているもの

を削除した企業数を示した。これら12,407社全てを企業名と

住所から検索し、HPを確認できたものに関して調査して企

業を抽出した。 

 
２-３-２ 既存データベース、ディレクトリ調査 

本研究の目的と関連してネット企業、あるいはベンチャー企業を抽出しようとする試み

がなされていると思われる民間企業、業界団体などのデータベース、あるいは、ディレクト

リに関して調査し、これらも参考にして企業を抽出した。こうしたデータベースの主なもの

は、前述した「日経ベンチャービジネス年鑑2003年度版」、「日経IT企業年鑑2003年度版」

32等である。 

                                                   
32  日本経済新聞社が新聞、雑誌、書籍で取り上げたことのある企業を中心に IT 関連のハード

ウエア、ソフトウエアの製造、技術、サービスの提供を主要業務とする未上場企業を抽出。 

図表 21 NTT の業種分類 

業種名 企業数 
プロバイダー(ISP) 70 
インターネット広告 105 
インターネット 1,913 
情報処理サービス 3,071 
情報提供サービス 1,244 
ソフトウエア 5,899 
パソコン通信サービス 105 
合計 12,407 
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また、現在進展しつつあるモバイルコンテンツ環境においてインターネットビジネスを

行う企業が多く加入している「モバイルコンテンツフォーラム」33、インターネット・サー

ビス・プロバイダー(ISP)の業界団体である「社団法人日本インターネットプロバイダー協

会」34等のディレクトリ等も参考にした。 

 
２-３-３ 文献調査（雑誌記事） 

先に述べたように「インターネット関連企業」、「ネット企業」、あるいは「ネットビジネ

ス」等に関して扱う雑誌は紙メディア、オンラインを問わず数多く存在する。こうした文献

の中から、本研究で定義したネット企業の設立年次である1994年に創刊され、現在でも専

門家に定評のある「インターネットマガジン」35、インターネットビジネスを行う新興企業

の情報をメールマガジンで1日に2度配信する「ベンチャーナウ」36等を中心に、適宜その他

の雑誌やメールマガジン等を参考にして、新たな企業を見逃さないように工夫した。 

 
２-３-４ データベースの統合 

これまでの研究においても、ネット企業を把握するための独自データベースを構築して

分析を行ってきたが（湯川 2000）、これまでの企業の定義は本研究におけるネット企業の

定義とは必ずしも一致していない。そこで、本研究においては過去の定義で収集されたデー

タベースに登録されている企業の中から、先に定義したネット企業に当てはまる企業を再度

抽出し、新たに抽出した企業の追加を行った。 

 
２-３-５ データベース構築にあたって 

以下では、データベース構築の具体的な方法、及び調査の利点と欠点に関して述べる。 

(1) データベース構築の方法 

NTTタウンページ、既存データベース等、上に述べたいずれの情報源から企業を抽出す

る場合においても、一社づつ各企業のHPを検索・確認した後にネット企業の定義に照らし

て企業を抽出した。つまり、各企業のトップページや、「企業概要」、「業務内容」、「開発実

績」、「製品」、「サービス」、「沿革」等から各企業の主たる業務内容を判断すると共に、デー

タの抽出を行うことで、データベースを構築した（図表 22）。 

 

                                                   
33 http://www.mcf.to/ 
34 http://www.jaipa.or.jp/ 
35 http://internet.impress.co.jp/im/ 
36 http://www.venturenow.tv/ 
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図表 22 データベース構築の方法 

 
具体的には、まず、対象とした企業が先に述べたネット企業であることを確認した。つ

まり、その企業が「インフラストラクチャー」、「アプリケーション」、「インターメディアリ

ー」、または「EC」のいずれかに含まれる事業を主たる業務として行っているのかを判断基

準として調査した。例えば、業務内容に「住宅のリフォーム、及びホームページ制作」との

記載があるようなケースや、ホテルの企画・運営を行う企業が、顧客であるホテルのインタ

ーネット予約システムに関する業務を受託し、それを「インターネット用システム構築」と

して業務内容に記載しているケース等、明らかにインターネットと無関係な業務を兼業して

いる企業はネット企業としていない。 

データベース構築の目的は一般に認識されているネット企業を正確に把握することであ

るが、HP上の企業情報だけでは各業務からの売上高の割合等は一般には記載されていない

ため、ネット企業を判別するのが困難である。そこで、インターネットと全く無関係な業務

を兼業している企業は除外した。また、実際にインターネット関連業務を行っていても、

HPを保有していない、もしくはHPにその事業内容の記載の無いものに関してはネット企業

として選別されていない。 

次に、HPから1994年以降に設立されていることを確認し、当該企業の主たる業務内容か

ら事業内容別分類を行うと共に、設立年、従業員数、資本金等の情報をデータベースに追加

した。企業の事業内容の分類は先に述べた業種分類に基づいて、HPの記載内容からできる

限り客観的に判断・分類を行った。例えば、企業向けウェブサイト構築を請負う企業であっ

ても、業務内容を「コンテンツ配信」と認識し、自社のHPに業務内容として記載している

ようなケースもあるが、本研究ではこうした企業の業務内容を「コンサルティング」と分類

している。こうしたことから、業種分類は必ずしもその企業が業務内容としてHPに記載し

ているものとは一致していない。 

また、先に行った業種分類は必ずしもビジネスモデルや収益源によるものではなく、あ

HP による業務内容等の確認・企業の抽出 

既存データベース 
・ディレクトリ NTT タウンページ 文献調査 

（雑誌等） 
過去に構築した 
データベース 

ネット企業データベースの構築 
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くまでもその企業の行うインターネット上の活動によるものである。例えば、コミュニティ

サイトを運営する企業が、サイト運営による収入だけでビジネスを成立させるのは困難であ

るため、サイト運営で培ったノウハウをコンサルティングに活用しているケースも多い。し

かし、本研究ではこうした企業は「インターメディアリー」（「コミュニティサイト等運営」）

に分類している。これらの業種分類の判断に関しては、ここでも基本的に各社のHPの情報

からある程度一般的と思われる分類を行った。 

(2) 調査の利点と欠点 

これまで述べたような調査方法、つまり企業のHPから独自データベースを構築すること

でネット企業を捕捉することの最大の利点は、個別企業の情報へのアプローチが容易である

ことである。この調査方法では、インターネット自体を強大なデータベースとして考え、そ

の中から企業を検索・抽出しているため、個別企業に関する詳細かつ最新の情報を得ること

ができる。逆にいえば、同様の情報をインターネット以外の情報源から収集することは極め

て困難である。 

一方、問題点としては、情報の主観性が挙げられる。本研究では企業を各業種に分類す

ることで、ネット企業全体を把握しているため、特定の企業を特定の業種に選択するかどう

かが調査全体の正確さを左右する。しかし、業種の選定に際しては、ある程度調査者の主観

が反映されてしまう可能性がある。また、対象となる企業は圧倒的に未上場の企業が多く、

常識的に考えれば、これらの企業は都合のいい情報しか開示しない可能性がある。本研究に

おいては、このような調査の欠点を勘案して、個々の企業に関してできるだけ多くの情報を

収集することで正確な業種分類を行う等、客観性の確保を心がけた。 

 
３ データの補足 

以上に述べたようなデータベース構築により、ある程度正確に一般に認識されるネット

企業を抽出し分析することが可能だと考える。しかし一方では、企業のHPに掲載されてい

る情報のみでは、売上高や利益といった企業の経営状況を表すデータを入手するのは困難で

ある。そこで、本研究においてはネット企業に関してこうした経営状況のデータを入手する

ため、株式会社東京商工リサーチ（TSR）の約2百万社の企業情報データから先のデータベ

ースに登録されている企業情報をできる限り抽出した。情報の抽出先としてTSRを選択し

たのは、TSRの所有する企業データベースが、我が国最大級のものであったこと、及び先

行調査の利用例（榊原、古賀、本庄、近藤、2000）があったためである。 
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４ 研究の意義 

これまで述べたような調査を基に分析を行う意義として以下の3点を挙げることができ

る。第一には、官公庁による調査では補足するのが困難な、一般に認識されるネット企業を

正確かつ、ある程度詳細に把握できる点である。先に述べた特定情報サービス産業実態調査

等、官庁統計による企業や事業所の把握はいずれもネット企業の一部を包括していると考え

られるが、全体としてはネット企業以外の企業の割合が高いことが推測される。 

また、本研究で定義したようなネット企業は今後毎年公開されるであろう改訂標準産業

分類に基づく調査でも捕捉するのが困難である。図表 23は本研究で定義したインフラスト

ラクチャー、アプリケーション、インターメディアリー、ECというネット企業の４分類と

それぞれの分類における事業内容を改訂標準産業分類に基づく「インターネット付随サービ

ス業」との関係から整理したものである。 

改訂後の産業分類では、下線で示した業種のみがインターネット付随サービス業に分類

され、それ以外の業種は他の産業分類、例えば広告業、小売業、金融業や情報サービス産業

に分類されると考えられる。つまり、本研究で用いたネット企業の分類は、「インターネッ

ト付随サービス業」より広い範囲の事業内容を含んでいる。一方、「ネットワーク関連技術」

や、「インターネット用システム開発」は、改訂産業分類では「情報処理サービス業」や「ソ

フトウエア業」に分類されるが、本研究においては、先の各分類の定義に当てはまる場合に

は「インフラストラクチャー企業」や「アプリケーション企業」の一部としている。 

図表 23 インターネット付随サービス業との相違点 

 
本研究においては、ネット企業の業務内容に関してイメージを形成した上で、これらの

企業を外形的に定義して独自調査を行ったため、ネット企業を分類する上で起こるこうした

複雑な問題をある程度克服できている。 

インターメディアリー 
 
・コンテンツプロバイダー/アグリゲーター 
・仲介業（オンラインブローカー等） 
・インターネット広告/マーケティング/リサーチ  
・コミュニティサイト等運営  
・マーケットプレイス /モール 
・ネットワーク関連技術 
・ISP 
・レンタルサーバ/ホスティング/ 

レジストリ/ドメイン取得  
・インターネットデータセンター 
 
インフラストラクチャー 

・コンサルティング

      （ホームページデザイン・企画・作成）

・インターネット用システム/ソフトウエア

/データベース/コンテンツ（映像等）開発

・ASP

アプリケーション

EC

・情報財の配信/オンラインショッピング全般

インターネット付随サービス業 
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第二には、タイムリーに企業の動向を捉えることが可能な点である。一般にインターネ

ットビジネスの世界は「ドッグイヤー」とも言われ、非常に動きが速い。そのため、ネット

企業に関する分析を行うためには常に最新のデータを用いることが望ましい。しかし、例え

ば2001年11月に実施された特定サービス産業実態調査が経済産業省のウェブサイトで一般

に公開されたのは2002年12月であり、調査の実施時期と公表の時期までに毎年1年程度の期

間があり、必ずしもネット企業の分析には適さない。 

第3には、独自調査で得た企業レベルの情報を基にして、様々な観点から分析が可能な点

である。一般に既存の調査を基に分析する場合、企業ごとの個票が入手できず、企業間関係

を仔細に分析することが困難であるため、国内のネット企業を、企業ベースで把握しようと

した試みはなされていない。しかし、本研究においては独自データベースを用いるため、地

域別や従業員数別等、クロスセクションでの分析が可能であり、より精緻な分析に基づく提

言が可能となる。 
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