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[要旨] 
企業成長には、企業間関係の構築が重要であると考えられるが、両者には、どのような

関係があるのだろうか。大規模な取引関係データベース（中小企業を含む約 80 万の企業）

を用いて、企業の取引関係のネットワーク構造を分析し、企業の取引関係社数と企業規模

の関係を分析した。主要なファインディングは以下の通りである。１．企業の取引関係社

数の分布はべき分布に近い形状をしており、少数の企業が多くの取引関係を占める寡占的

構造を持つ。２．取引関係社数が多い企業（ハブ企業）を特定し、ハブ企業同士のネット

ワークを観測すると、取引関係社数の分布はべき分布に近い形状をしており、ハブ企業の

中のハブ企業（「スーパーハブ企業」）が存在する。３．企業規模が大きいほど企業の取引

関係社数は多くなり、両者は全体的に線形的な関係にある。しかし、取引関係社数の多い

企業では、規模が大きくなるほど取引関係社数を増やしていないことが確認された。これ

は関係の維持コストを企業が節約しているためと考えられる。 
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１．はじめに 

 
企業成長には、企業間関係の構築が重要であると考えられるが、両者には、どのような

関係があるのだろうか。既存研究において、企業が成長軌道に乗る（続けて規模拡大する）

ためには、規模（総資産）の閾値（1 億円程度）を超えることが重要であることを確認した。

このような履歴効果1は、企業外部の要因により引き起こされている可能性が高く、企業間

関係（レピュテーション）仮説を提唱した。本研究では、企業間関係をネットワーク分析

の枠組みから分析し、企業規模との関係を分析する2。 
ネットワーク分析とは、自然科学の分野で発展し、社会学や経営学などにも用いられる

ようになった手法である。自然科学の分析では、さまざまなネットワークの構造を分析し、

それらの普遍性を観測している。生物学ネットワーク（タンパク質相互作用、代謝経路）

やインターネットなどが例としてあげられるが、それらのネットワークでは共通した構造

が観測されている。スケールフリーと呼ばれるネットワーク構造で、リンク数（関係数）

の分布はべき分布に従っている。べき分布は、社会学においても数多く観察されており、

富の分布などが例としてあげられる。20％の金持ちが 80％の富を支配していることは良く

知られている現象である。企業ネットワークにおけるべき分布は、非常に多くの関係数を

もつハブ企業の存在を意味し、少数企業が多くの関係を占める寡占的構造を示唆している。 
経営学でのネットワーク分析は、ネットワーク構造を調べるとともに、関係性を可視化

する手法として用いられている。特定企業の取引先や、そのまた取引先（2 リンク先）など

を特定し、企業のネットワーク内での位置（競合関係など）を可視化することが出来る。

また、企業業績悪化、倒産などによるショックの波及経路を特定することが出来る。企業

間ネットワークの既存研究として、上場企業、特定地域、特定産業に限った分析がある。

上場企業の株保有ネットワークの構造に、スケールフリーネットワークが観測されている。

べき分布の指数3の違いはあるものの、べき分布の出現は国や時代によらない普遍的な性質

であると考えられる。 
本研究では、中小企業を網羅的に含む大規模なデータベースを用いてネットワーク構造

を分析している。東京商工リサーチ（TSR）の作成するデータベースであり、中小企業を

含む約 80 万の企業について、取引先（仕入先、販売先、大株主）の企業を収録している。

大規模データであるため、サブグループ内での性質を調べることが可能である。例えば、

多くの取引関係社数をもつハブ企業をサブグループとして、ハブ企業同士のネットワーク

構造を分析することが可能である。これらは、本研究の新しい点である。 

                                                  
1 企業成長の履歴効果は、企業規模に依存していることに加えて、履歴効果が長期的なものであることが

確認されている。具体的には、複数期の履歴効果を観測すると、複数期前の履歴も強く効いている。企業

成長の履歴効果が、企業内部の調整コストにより引き起こされる（みせかけのものである）と考えると、

複数期前の履歴は強く働くことはなく、減衰していくと考えられる。また、規模に依存していることも、

調整コストからは説明できない要因が存在していると考えられる。 
2 本研究では、両者の相関関係にとどまるが、因果関係を見ることが今後の課題である。 
3 べき分布の指数が小さいほど、寡占的な度合いが大きいことを意味する。 
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本研究の構成は、以下の通りである。次章では、用いるデータの説明を行う。3 章では、

分析方法の説明をし、4 章で、分析結果を紹介する。5 章で、まとめと考察をおこなう。 
 

２．用いるデータ 

  
本研究で用いるデータは、東京商工リサーチ（TSR）の作成するデータベースであり、

中小企業を含む約 80 万の企業を収録している。このデータベースは、取引関係のデータと

企業情報のデータから構成されている。取引関係のデータでは、図表１のように、個々の

企業に企業コードが割り振られ、取引先企業のコードが列挙されている。取引区分として、

仕入先、販売先、大株主があり、それぞれの関係について、列挙可能な企業数は 24 である。

データ全体として、約 400 万の取引関係を収録している。また、企業情報のデータでは、

企業コードに対応する企業名、産業分類、地域、売上高、営業利益、創業年度などを収録

している。 
 

図表１．取引関係データ 

 

（出所）東京商工リサーチ 
（注） 取引区分は、１は仕入先、２は販売先、３は大株主を表している。 
 
ＴＳＲデータの特徴は、収録している企業数が非常に多く、網羅的な分析が可能となる

と考えられる。ただし、ＴＳＲデータの問題点は、個々の企業が取引先として列挙できる

企業の数には 24 という上限が設けられており、すべての取引関係を網羅しているわけでは

ないということである。そのような条件の下で、分析手法を検討する必要がある。 
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例えば、取引関係社数の多い企業においても、取引先であると列挙できる企業の数には

24 の上限が存在し、取引関係社数は 24 となるが、取引関係社数を、他の企業から取引先と

して列挙された数を数えることによって、間接的に、非常に多い取引関係社数を測定する

ことが出来る。間接的に測定する取引関係社数にも、すべての取引関係を網羅していない

ことによるバイアスは残るが、ハブ企業の特定が可能になるなど、直接観測する取引関係

社数に比べ、バイアスは少なくなると考えられる。次章で説明するように、本研究では、

間接的に測定した取引関係社数の分布から、ネットワーク構造を分析する。 
また、大規模なデータであるために、すべての企業の関係性を可視化することは、複雑

すぎて意味がない。しかし、これらの企業を複数の企業グループに分割し、企業グループ

間の関係性を可視化することが可能である4。企業グループとして、同じ地域のグループを

とれば、地域間の関係性、同じ業種のグループをとれば、業種間の関係性、同じ企業年齢

階層のグループをとれば、企業年齢階層間の関係性を可視化することが出来る。 
 
３．分析手法 

  
まず、取引関係データから、企業間のネットワークを作成する。前章で述べたように、

本研究で用いるデータは、取引先として明記する企業数に上限があることなどによって、

すべての企業間の取引を網羅していないことに加えて、関係性に向きがあるネットワーク

となっている。関係性に向きのあるネットワークは、有向グラフと呼ばれる。 
例えば、図表 2 のような取引関係を考えよう。通常の商取引の関係では、取引関係１で、

企業１は企業 2 を仕入先とすれば、取引関係４で、企業 2 は企業 1 を販売先とするような

双方向な関係が確認されるはずである。しかし、取引関係 2 で、企業 1 は企業 3 を仕入先

としているにも関わらず、企業 3 が企業１を販売先とする関係は観測されない場合がある。

このようなことは、企業 3 にとって、企業 1 の企業は、上位 24 の取引関係に入らない場合

に引き起こされる。仕入関係と販売関係は双方向ではなく、関係によって異なっている。

したがって、図表 3 の有向グラフに示すように、仕入関係、販売関係の両関係について、

向きのあるネットワークが形成される。ここで、関係の向きは、物流の向き（仕入先から

販売先）とは関係なく、取引先として列挙する企業への向きである。 
 

図表 2 商取引の関係の例 
取引関係 １ 2 3 4 5 6 7 
企業 企業１ 企業 1 企業 1 企業 2 企業 2 企業 3 企業 4 
取引先 企業 2 企業 3 企業 4 企業 1 企業 4 企業 4 企業 2 

取引区分 仕入先 仕入先 販売先 販売先 仕入先 仕入先 販売先 
（出所）富士通総研 

                                                  
4 補論Ｂ参照。 
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図表 3 有向グラフ  

企業1 企業2

企業3 企業4  
  （出所）富士通総研 

（注） 1．図表 2 の商取引の関係の例に対応する有向グラフである。 
    2．実線は、仕入先として列挙する企業への矢印を表している。 
    3．点線は、販売先として列挙する企業への矢印を表している。 
 
図表 2 および図表 3 は商取引のみに注目しているが、取引関係データでは、資本関係も

収録している。資本関係における関係の向きは、株を所有されている企業から、株主への

向きとなる。 
このような有向グラフでは、2 種類の取引関係社数が存在する。取引先として、列挙した

企業の数と列挙された回数である。前者を出次数、後者を入次数と呼ぶ。出次数には上限

24 が存在するが、入次数には上限が存在しないことが特徴である5。図表 2 および図表 3
において、企業 1 の取引関係社数は、仕入先からみた出次数は 2、販売先からみた出次数は

１、仕入先からみた入次数は 0、販売先からみた入次数は１である（図表 4）。 
 

図表 4 取引関係社数（出次数と入次数） 
出次数 入次数  

仕入先 販売先 計 仕入先 販売先 計 
企業 1 2 1 3 0 1 1 
企業 2 1 1 2 1 1 2 
企業 3 1 0 1 1 0 1 
企業 4 0 1 1 2 1 3 

（出所）富士通総研 
 
ネットワーク構造を、取引関係社数の分布によって、分析する。前章で述べたとおり、

出次数には上限があり、また取引関係を網羅していないバイアスが大きいため、入次数の

分布によって、ネットワーク構造を分析する6。 

                                                  
5 トータルで見た取引関係社数では、出次数は必ず１以上だが、入次数がゼロの企業も多数存在しうる。 
6 関係数の分布の他に、ネットワーク構造を表す指標として、クラスター係数や平均距離などがあるが、

本研究で取り扱わず、今後の研究対象とする。クラスター係数は、ネットワーク内でのノード（企業）が、

どれだけ塊になっているかを表しており、平均距離は、ネットワーク内の任意の二つのノードが、最短で

いくつのノードを経由して、たどり着くことが出来るかというノード間の距離の平均値である。これらの
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本研究で用いるデータは、大規模データであるため、サブグループ内での性質を調べる

ことが可能である。取引関係社数の多いハブ企業をサブグループとして、ハブ企業同士の

ネットワーク構造を分析する。また、企業規模で条件付けした入次数の分布を見ることに

より、企業規模と取引関係社数の関係を分析する。 
 

４．分析結果 

 

４．１ ネットワーク構造 

 
まず、ネットワーク構造を取引関係社数（入次数）の分布から分析する（図表 5）。図表

の横軸は入次数、縦軸は累積密度を表している。図表の「仕入先」は、仕入先として列挙

された回数（入次数）、「販売先」は、販売先としての入次数、「大株主」は、大株主として

の入次数、「all」はすべての関係の入次数の和である。例えば、「all」の入次数 100 に対応

する累積密度の値は、0.01 となっているが、このことは、入次数 100 以上の企業は、全体

の 1％程度であることを意味している。 
図表より、入次数の分布は、テールの長い分布であり、べき分布に近い形状をしている

ことが確認される。取引関係社数の分布がべき分布であることは、ネットワークの構造が

スケールフリーであり、非常に多くの取引関係をもつ企業、すなわちハブ企業が存在する

ことが分かる。また、べき分布の指数（図表の傾き）は、取引関係の種類（仕入先、販売

先、大株主）によらず、パラレルな分布となっており、ネットワーク構造は、非常に良く

似た構造であると考えられる。ただし、それぞれのネットワークにおける特定企業の位置

は異なっており、異なる企業がハブ企業となっていることが分かる（図表６）。図表６では、

「仕入先」「販売先」「大株主」の入次数が上位 15 までのハブ企業の業種を示している。 
さらに、スケールフリー構造であることから、少数の企業が、多くの取引関係をしめる

寡占的状況であることが分かる。図表７に、「all」の入次数のローレンツ曲線を示している。

ローレンツ曲線は、寡占的状況を図る指標の一つである。図表の横軸が累積密度で、縦軸

が累積シェアを表している。例えば、累積密度 0.01 に対応する累積シェアは 0.5 となって

おり、上位 1％の企業が全体の 50％のシェアを占めていることが分かる。 
既存研究では、上場企業の株保有のネットワークにおける関係社数の分布がべき分布に

なることが示されているが、本研究では、中小企業も含む、より網羅的な取引関係からも、

資本関係（「大株主」の入次数）にべき分布が確認された。さらに、資本関係だけでなく、

商取引（「仕入先」「販売先」の入次数）のネットワークも同じようなスケールフリー構造

をもち、べき分布の指数も非常に近い値であることが確認された。本研究における新しい

結果である。 
 

                                                                                                                                                  
指標を算出するに当たり、約 80 万×80 万のマトリクスの計算を要するため、今回の研究の対象としない。 
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図表 5 取引関係社数（入次数）の分布 
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（出所）富士通総研  

（注） 1．横軸は入次数、縦軸は累積密度であり、両対数表示で示している。 
    2．「all」は、仕入先、販売先、大株主としての入次数の総和である。 
    3．「仕入先」は、仕入先としての入次数である。 
    4．「販売先」は、販売先としての入次数である。 
    5．「大株主」は、大株主としての入次数である。 
    6．参照ラインは、ベキ分布R(x)∝ｘ1-σ(σ=2.3)である。 
 

図表６ 入次数上位 15 のハブ企業の業種 

順位 ｢仕入先」 ｢販売先｣ ｢大株主」
1 各種商品卸売業 建築用木製組立材料製造業 普通銀行
2 家庭用電気機械器具卸売業 航空機用原動機製造業 信託銀行
3 各種商品卸売業 化学機械・同装置製造業 信託銀行
4 各種商品卸売業 化学機械・同装置製造業 各種商品卸売業
5 建設機械・鉱山機械製造業 電子計算機製造業 普通銀行
6 木材・竹材卸売業 一般土木建築工事業 各種商品卸売業
7 たばこ製造業 各種商品卸売業 普通銀行
8 建築用金属製品製造業 化学機械・同装置製造業 投資業
9 事務用機械器具卸売業 建築工事業 各種商品卸売業
10 民生用電気機械器具製造業 建築工事業 損害保険代理業
11 印刷業 各種商品卸売業 普通銀行
12 各種商品卸売業 各種商品卸売業 セメント製造業
13 一般機械器具卸売業 一般土木建築工事業 生命保険業
14 損害保険代理業 印刷業 電子計算機製造業
15 医薬品卸売業 情報記録物製造業 投資業  

（出所）富士通総研 
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図表７ ローレンツ曲線 
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（出所）富士通総研  
（注） 横軸は累積密度、縦軸は累積シェアであり、片対数表示で示している。 
 
次に、取引関係社数の多いハブ企業同士のネットワークの構造を分析する。まず、図表 5

の「all」において、入次数がＮ以上の企業（ハブ企業）を特定する。Ｎは 100, 500 とする。

次に、このように特定されたハブ企業のサブグループをつくり、ネットワークを構成する。

そして、サブグループ内での入次数の分布を測定する。 
図表8は、Ｎを100, 500とした場合のハブ企業同士のネットワークの構造を表している。

Ｎが大きくなるほど、サブグループに属する企業数は少なくなるが、取引関係社数の分布

はともにべき分布に近い分布をしており、スケールフリー構造を持っている。ハブ企業の

ネットワークにおいても、さらなるハブ企業（「スーパーハブ企業」）が存在し、重層的な

構造を持っていることが確認された。 
このようなサブグループによる分析は、本研究で用いたデータベースの企業数が非常に

多いことにより可能となっている。企業グループ（サブグループ）として、同一都道府県

をとることによって、都道府県別のネットワーク構造を比較することが出来る（補論Ａ）。

都道府県によって、平均次数は異なるが、ネットワーク構造はスケールフリーでとなって

いることが確認されている。 
本研究で用いたデータベースは 1 時点のデータであり、ネットワークのダイナミクスを

観測することは困難であるが、年齢階層別の（全企業のネットワークにおける）次数分布

や同じ年齢階層の企業のサブグループにおける次数分布を比較することによって、ネット

ワークのダイナミクスを類推することも出来る（補論Ｃ）。 
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図表８ ハブ企業間のネットワーク構造 
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（出所）富士通総研 
 （注）1．横軸は入次数、縦軸は累積密度であり、両対数表示である。 
    2．ハブ企業は、全企業のネットワークにおける入次数Ｎ以上とする。 
    3．Ｎの値として、100, 500 としたネットワークの入次数を示している。 
    4．「all」は図表 5 の「all」であり、全企業の入次数である。 
 
4．２ 企業規模との関係 

 
前節では、取引関係社数の分布がべき分布に従うことを確認したが、企業規模の分布も、

べき分布に従うことが分かっている。富の分布から、20％の金持ちが 80％の富を支配して

いるのと同様に、少数の大企業が多くのシェアを握っている。図表 9 は、売上高からみた

企業規模の分布を表しており、べき分布に近い分布が確認される。図表 5 の取引関係社数

の分布では、べき指数が 2.3 程度であるのに対し、企業規模の分布においては、べき指数が

2.0 程度となっている。企業規模の分布のべき指数は、取引関係社数の分布のべき指数より

も小さく、企業規模の寡占的度合いは、取引関係社数の寡占的度合いに比べて大きいこと

が分かる。 
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図表 9 売上高の分布 
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（出所）富士通総研 
 （注）1．横軸は売上高、縦軸は累積密度、両対数表示である。売上高の単位は百万円。 
    2．○は売上高の分布を表している。 
    3．実線は参照ラインであり、ベキ分布R(x)∝ｘ1-σ(σ=2.0)である。 
    4．点線は図表 5 の参照ラインであり、ベキ分布R’(x)∝ｘ1-σ(σ=2.3)である。 
 
取引関係社数の分布と企業規模の分布は、べき指数が異なるが、ともにべき分布に従う

ことが確認されたが、両者にはどのような関係があるのだろうか。図表 10 では、企業規模

別に取引関係社数の分布を確認した。売上高の規模（単位：百万円）を、10 以上 50 未満、

50 以上 250 未満、250 以上 1250 未満、1250 以上 6250 未満と 4 つの規模の階層に分けて、

それぞれの企業の取引関係社数を示した。例えば、取引関係社数が 10以上の企業の割合は、

10 以上 50 未満の企業では、上位 0.1％、50 以上 250 未満の企業では、上位 1％の企業、

250 以上 1250 未満の企業では、上位 10％、1250 以上 6250 未満の企業では、上位 30％の

企業となる。企業規模が大きいほど、取引関係社数が多くなることが確認された7。 
 

                                                  
7 年齢別の取引関係社数の分布を確認すると、年齢が高いほど取引関係社数が大きくなることが確認され

るが、規模別の取引関係社数の違いの方がより顕著である。 
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図表 10 売上規模別の入次数の分布 
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（出所）富士通総研 

 （注）1．横軸は入次数、縦軸は累積密度であり、両対数表示である。 
    2．実線は無条件の入次数の分布である。 
    3．○は、売上高（単位：百万円）が 10 以上 50 未満の企業の入次数の分布。 
    4．3．と同様に、×、△、□は、売上規模別の企業の入次数の分布。 
  

図表 11 売上規模と入次数の関係 
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（出所）富士通総研 
 （注）1．横軸は売上高（単位：百万円）、縦軸は入次数であり、両対数表示である。 
    2．○は、売上規模別に入次数の中央値を示している。 
    3．2．と同様に、×は、上位 1/4、△は、上位 1/8 の入次数の値を示している。 
    4．参照ラインは、売上規模と取引関係社数の比例関係を示している。 
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両者の関係をより詳細に調べるために、図表 11は、企業規模別に取引関係社数が上位 1/2、
上位 1/4、上位 1/8 のとなる値を示している。図表 11 の上位 1/2 とは、図表 10 の累積密度

が 1/2 になるところで、売上高が 10 以上 50 未満の企業では、入次数（取引関係社数）は

ゼロ、1250 以上 6250 未満の企業では、入次数は 5 となる。このように売上高と取引関係

社数の関係を表すことができる。参照ラインは比例関係を表しており、売上高と取引関係

社数の関係が比例関係にある場合、参照ラインと平行になる。取引関係社数が上位 1/2 の値

は、企業規模に対してほぼ比例的であるのに対して、上位 1/4 の値では、企業規模が大きく

なるほど取引関係社数は増えていないことが分かる。上位 1/8 の値では、比例関係との乖離

はさらに大きくなり、上位 1/16、上位 1/32 と取引関係社数の大きい領域になるにつれて、

企業規模との比例関係との乖離はさらに大きくなることが分かっている。 
 
５．おわりに 

 
中小企業を含む約 80 万社の網羅的な企業の取引関係からネットワーク構造を分析した。 

取引関係の種類（仕入先、販売先、大株主）によらず、取引関係社数の分布は、べき分布

に近い分布をしており、分布のテールは長くなっている。また、取引関係の種類によらず、

べき指数は、ほぼ同じ値になっており、ネットワーク構造が似ていることが分かる。取引

関係社数の分布がべき分布に従うことは、取引関係社数が非常に多い企業（ハブ企業）が

存在することを意味しており、少数のハブ企業が多くの取引関係社数を占める寡占的状況

が確認される。さらに、ハブ企業同士のネットワークにおいても、取引関係社数の分布は

ベキ分布が観測され、ハブ企業のハブ企業（スーパーハブ企業）が存在し、重層的な構造

が見られる。 
 売上高からみた企業規模の分布もべき分布に従うが、企業規模のベキ指数は、取引関係

社数のべき指数よりも小さく、寡占度が強いことが分かる。また、企業規模と取引関係社

数の関係について、企業規模が大きくなるほど、取引関係社数が多くなることが確認され

た。そして、取引関係社数は、全体的には、企業規模に比例して増えるが、取引関係社数

の多い企業では、企業規模ほど取引関係社数は増えないことが確認された。 
今後の研究課題として、企業規模と取引関係社数の因果関係を捉えることが重要ある。

今回の分析では、企業規模と取引関係社数の相関のみを観測しているが、両者の因果関係

をどのように捉えるかにより、本研究の解釈は異なってくる。 
企業規模の拡大が、取引関係社数の増加を引き起こすと仮定すれば、企業間には、取引

コストのように取引関係社数を抑える力が働いているために、企業規模が増加するほどに

は、取引関係社数を増やさないと解釈できる。一方、取引関係社数の増加が、企業規模の

拡大を引き起こすと仮定すれば、取引関係社数が多くなる（評判8を獲得する）につれて、

                                                  
8 取引関係社数をレピュテーション（評判）のようなものと考えると、評判がさらなる評判を呼ぶように、

取引関係社数が実体（売上高）から乖離して、大きく増えることは観測されていない。逆に取引関係社数
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より大きな新規の取引関係を結ぶことが出来るようになると考えられる。新しい取引関係

獲得による規模の拡大は大きくなるのである。取引関係社数の多い企業は、ネットワーク

の階層構造を上りながら、規模拡大していくと考えられる。 
取引関係社数の増加が、企業規模の拡大をもたらすと仮定すると、ネットワーク形成の

ダイナミクスの解明は、寡占的な市場など、企業間の規模の格差が生じるメカニズムは、

企業間のネットワークにハブ企業が現れるメカニズムに起因していると考えられる9。今後

の研究課題として、両者の因果関係を探るとともに、ネットワーク形成のダイナミクスの

解明が重要である10。 
 
[参考文献] 

Garlaschelli D., Battiston S., Castri M, Servedio V.D.P. and Caldarelli G., 2005. 
“The scale free nature of market investment network”,  
Physica A, Vol.350, pp 491-499. 

Caldarelli G., Garlaschelli D. and Battiston S., 2006. 
“The skeleton of the shareholders networks”, Practical Fruits of Econophysics, 
Springer, pp 297-300 

Detragiache, E., P. G. Garellia, L. Guiso, 2000. 
“Multiple versus Single Banking Relationships: Theory and Evidence”, 
Journal of Finance, Vol.55(3), pp 1133-1161. 

齊藤 有希子, 渡辺 努, 岩村 充, 2006. 
「企業成長の履歴効果」, 『素粒子論研究』, Vol. 113, No. 2, pp 72-75 

Saito U. Y., Watanabe T., Iwamura M., 2007. 
“Do larger firms have more interfirm relationships?”, Physica A, Vol. 383, pp 158-163 

齊藤 有希子, 渡辺 努, 岩村 充, 2007. 
「企業間関係と企業規模」, 『経済研究』, Vol. 58, No. 4, pp 302-313 

Souma W., Fujiwara Y. and Aoyama H., 2006. 
“Change of ownership networks in Japan”, Practical Fruits of Econophysics, 
Springer, pp 297-300 

 

                                                                                                                                                  
は小さく抑えられている。 
9 企業が成長軌道に乗るために、企業間関係はどのような役割を果たしているのかという因果関係を見る

ことも重要な課題である。 
10 本研究で用いたデータは、1 時点のデータであるが、補論Ｂで述べるように、企業年齢と取引関係社数

の関係を分析することにより、間接的にネットワーク形成のダイナミクスを推測することが可能である。

ただし、時系列データによる分析により、より緻密な分析が可能であり、両者の因果関係も分析すること

が可能となる。 
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補論Ａ．都道府県別のネットワーク構造 

 
同じ都道府県の企業グループ（サブグループ）をとり、サブグループ内のネットワーク

構造をみる。まず、同じ都道府県の企業同士で、どれだけ取引が活発に行われているのか

を域内平均リンク数から観測する。域内平均リンク数とは、域内の総取引関係数を域内の

企業数で割ったものであり、都道府県別に算出して、域内平均リンク数の値の大きい順に

並べた（図表 1）。 
東京都のように、域内、域外のすべての取引が活発な地域の他に、沖縄県や北海道など、

域外との取引が少ない地域において、域内平均リンク数の値は大きくなっている。一方、

東京都の近辺の地域（埼玉県、千葉県、神奈川県）での値は小さくなっている。 
域内平均リンク数の大きい地域（上位 3 まで）と小さい地域（下位 3 まで）について、

地域のサブグループ内のネットワークにおける入次数の分布を図表 2-3 に示している。域内

平均リンク数の大きさによらず、両対数表示の分布の形状が直線に近く、ベキ分布に近い

ことが確認された。域内取引の活発さによらず、地域別に見ても、スケールフリー構造を

もち、少数の多くの取引関係を持つハブ企業が、全取引関係の大きなシェアを占めている。

ただし、取引関係が活発な地域ほど、べき指数が小さく、ゆるやかな直線になっている。

企業間の格差が大きいことを示している。 
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図表１ 域内平均リンク数 

 

（出所）富士通総研 

 14



図表２ 上位 3 位の都道府県の入次数の分布 
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（出所）富士通総研 
（注） 横軸は入次数、縦軸は累積密度であり、両対数表示で示している。 
 

図表 3 下位 3 位の都道府県の入次数の分布 
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（出所）富士通総研 

（注） 横軸は入次数、縦軸は累積密度であり、両対数表示で示している。 
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補論Ｂ．地域間関係 

 
地域内の取引ネットワークに加えて、地域間の関係性を定量的に表わすことが出来る。

地域別に企業グループをとり、企業グループ間の関係性を分析する。①企業グループ内で

関係がどの程度閉じているのか、②企業グループ間でどの程度頻繁に取引が行われている

かという二つの視点から分析することが出来る。前者を域内率、後者を関係の強さと呼ぶ。 
企業間のネットワークで、関係性に向きのある場合、企業グループ間の関係性において、

2 種類の域内率が存在する。また、関係の強さも向きにより異なっている。すなわち、企業

グループ間のネットワークにおいても、関係性に向きあるネットワーク（有向グラフ）が

出来る。 
 

 

図表 1 企業グループ間の関係 
 

域内率と関係の強さを、図表 1 の企業グループ間の関係を例として説明する。図表 1 で、

○は企業を表しており、企業グループ A の企業数（企業数（A））は４で、企業グループ B
の企業数（企業数（B））が 5 である。企業グループ A の企業から企業グループ A の企業へ

の関係（次数（A→A））は 7、企業グループ A の企業から企業グループ B の企業への関係

（次数（A→B））は 4、企業グループ B の企業から企業グループ B の企業への関係（次数

（B→B））は 9、企業グループ B の企業から企業グループ A の企業への関係（次数（B→A））

は 1 である。 
まず、域内率は以下のように定義される。前述したように、域内率は 2 種類存在する。

すなわち、出次からみた域内率と入次からみた域内率である。出次からみた企業グループ A
の域内率は、 

域内率 A（出次）＝次数（A→A）/（次数（A→A）＋次数（A→B））＝0.636 
となる1。上式の分母は、企業グループＡから出るすべての関係の数であり、出次からみた

域内率は、どれだけの割合でグループ内の企業を取引先としてあげているか意味しており、

域内依存度と解釈できる。 

                                                  
1 企業グループが 3 つ以上存在する場合、出次からみた域内率は、 
域内率 A（出次）＝次数（A→A）/（次数（A→A）＋次数（A→B）＋次数（A→C）・・）となる。 
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一方、入次からみた企業グループＡの域内率は、 
域内率 A（入次）＝次数（A→A）/（次数（A→A）＋次数（B→A））＝0.875 

であり2、上式の分母は、企業グループＡへと入るすべての関係の数であり、入次からみた

域内率は、どれだけの割合でグループ内の企業から取引先としてあげられるかを意味して

おり、域内影響度と解釈できる。 
企業グループＡの入次からみた域内率が、出次からみた域内率にくらべて大きいのは、

次数（Ａ→Ｂ）が次数（Ｂ→Ａ）よりも大きく、企業グループＡが企業グループＡ以外の

企業を取引先とあげているほど、企業グループＡは企業グループＡ以外の企業から取引先

とあげられていないことを意味している。 
 

 

図表 2 企業グループ間の関係の強さ 
 

次に、企業グループ間の関係の強さは、以下のように定義される。関係の強さは、企業

グループ間でどれだけ取引が頻繁に行われているかを表す指標である。図表 4 において、

企業グループＡから企業グループＢへの関係の強さは、企業グループＢから企業グループ

Ａへの関係の強さの 4 倍であるが、指標化のためには基準を設ける必要がある。そこで、

平均的な企業グループ間の関係（密度）を基準とする。図表 4 の密度は、 
密度＝（次数（A→B）＋次数（B→A））/（２＊企業数（A）＊企業数（B））＝0.125 

として表すことが出来る3。企業グループ間の関係の強さは、 
 関係の強さ（A→B）＝次数（A→B）/（密度＊企業数（A）＊企業数（B））＝1.6 
 関係の強さ（B→A）＝次数（B→A）/（密度＊企業数（B）＊企業数（A））＝0.4  
となる。 
 図表 3 では、出次、入次ともに、域内率の高い順に都道府県を並べている。地理的に

も孤立している沖縄県と北海道の域内率は、出次、入次いずれから見ても高いことが確認

                                                  
2 企業グループが 3 つ以上存在する場合、入次からみた域内率は、 
域内率 A（入次）＝次数（A→A）/（次数（A→A）＋次数（B→A）＋次数（C→A）・・）となる。 
3 企業グループが 3 つ以上存在する場合、上式の分母、分子ともに、すべての企業グループの組み合わせ

（3 つのグループなら、ＡとＢ、ＡとＣ、ＣとＢ）を足し合わせることになる。すなわち、 
密度＝（次数（A→B）＋次数（B→A）＋次数（A→C）＋次数（C→A）＋次数（C→B）＋次数（B→C））

/（２＊企業数（A）＊企業数（B）+２＊企業数（A）＊企業数（C）+２＊企業数（C）＊企業数（B）） 
となる。 
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される。出次からみた域内率を域内依存度、入次からみた域内率を域内影響度と解釈する

と、域外への依存度、域外からの影響ともに低いことが分かる。また、東京都では、出次

からみた域内率が高いにも関わらず、入次からみた域内率は非常に低くなっている。域外

の企業を取引先とあげている以上に、域外の企業から取引先とあげられており、域外への

依存度が低いが、域外への影響は大きいことが分かる。図表 3 の入出次比率は、 
入出次比率＝域内率（出次）/ 域内率（入次） 

により定義される値で、入出次比率の高い地域は東京都、大阪府、京都府、愛知県などの

大都市が多く存在する地域であることが確認される。また、東京都と大阪府以外は、入次

からにみた域内率は出次からみた域内率に比べて大きく、域外への影響の強さは、東京都

と大阪府に集中していると考えられる。入次からみると、6 割以上の地域において、域内率

が 7 割を超えており、非常に高い値となっている。地域の取引関係は比較的閉じていて、

都道府県単位での地域振興政策は効率的であると考えられる。 
 次に、地域間の関係の強さを測定することによって、地域間のネットワークを図表 4

のように可視化することが出来る。図表 4 では、地域間の関係の強さにより、矢印の太さ

や色を変えている。矢印はそれぞれ、地域間の平均的な取引頻度（密度）を基準とし、3－
4 倍、4－5 倍、5－6 倍、6 倍以上の関係の強さを意味している。地域間の関係の強さには、

地理的距離が重要であることが確認された。地理的距離が近いほど、地域間の関係は強く

なり、東北地域（青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県）、関東地域（茨城県、

栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）、北陸地域（富山県、石川県、福井

県）、東海地域（岐阜県、愛知県、三重県）、関西地方（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、

奈良県、和歌山県）、中国地方（鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県）、四国地方（徳

島県、香川県、愛媛県、高知県）、九州地方（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、

宮崎県、鹿児島県）とブロック化される。ただし、新潟県、山梨県、長野県、静岡県は、

近隣地域との関係が弱く、東京都との関係が強い。東京都、大阪府は、地理的距離の遠い

地域からも頻繁に取引先とされており、特に、東京都と山口県、東京都と宮城県の関係が

強いことが分かる。このように、地域間関係を可視化することによって、地域をブロック

化し、地域振興政策の適正範囲を読み取ることが出来ると考えられる。また、このような

地域のブロック化は道州制の議論にも活用することが出来ると考えられる。 
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図表 3 域内率（出次と入次） 
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図表 4 地域間のネットワーク

 



補論Ｃ．企業年齢別のネットワーク構造 

 
企業年齢を 10 年未満、10 年以上 20 年未満、20 年以上 30 年未満、30 年以上 40 年未満、

40 年以上 50 年未満、50 年以上 60 年未満、60 年以上の 6 つの年齢階層に分類する。企業

年齢別に、取引関係社数の分布を測定する。図表１では、全企業の取引関係を用いている。

低年齢の企業においてもテールの長い分布が確認され、すでに企業間の格差が出来ている

ことがわかる。また、10 年未満の企業グループを除けば、企業年齢が高くなるほど、べき

分布の指数が小さくなり、企業間格差は広がっていることが確認される。 
次に、企業グループ（サブグループ）をとり、サブグループのネットワーク構造を分析

する（図表 2）。同年齢の企業の間で、どのように取引関係を変更してきているのかを観測

することができる。同年齢の企業の間のネットワークにおいても、スケールフリー構造を

持ち、入次数の分布はベキ分布に近いことが確認された。また、企業年齢が高くなるほど、

企業間の格差が大きくなっていることが分かる1。 
このように、企業間ネットワークのデータは、1 時点のものであるが、企業年齢別の分析

を行うことにより、ネットワーク形成のメカニズムを推測することが出来る2。 

                                                  
1 全企業のネットワークにおける 10 年未満の企業の入次数（取引関係社数）の格差が大きく、非常に多く

の関係をもつ企業が存在したが、それらは、企業年齢の階層が高い企業との取引であったと推測される。 
2 全企業のネットワークにおける入次数の分布、同一の年齢階層別のネットワークにおける入次数分布に

加え、異なる年齢の企業グループの間の取引関係を観測することにより、ネットワーク形成ダイナミクス

を探ることが可能である。 
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図表 1 年齢別の入次数の分布 
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（出所）富士通総研 
（注） 1．横軸は入次数、縦軸は累積密度であり、両対数表示で示している。 
    2．企業年齢別（0-9 は 10 年未満、10-19 は 10 年以上 20 年未満…）の分布である。 
    3．全企業のネットワークにおける入次数である。 
 

図表 2 年齢別サブグループでの入次数の分布 
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（出所）富士通総研 

（注） 1．横軸は入次数、縦軸は累積密度であり、両対数表示で示している。 
    2．企業年齢別（0-9 は 10 年未満、10-19 は 10 年以上 20 年未満…）の分布である。 
    3．同じ企業年齢の階層内のネットワークにおける入次数である。 
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