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第３章　情報通信業

第３章 情報通信業

１　増加傾向にある東京の情報通信業
（１）　設立から年数の浅い企業が多い東京の情報通信業
　東京における情報通信業の事業所数と従業者数の推移をみると、多くの業種で増加傾向にあります。
2009年には事業所数が25,691所、従業者数が852,563人となっています。中分類別の構成をみると、事業
所数、従業者数ともに情報サービス業が多くを占めています。一方、事業所数については、映像･音声･文
字情報制作業の占める比率が38.3％と従業者数に比べて高くなっています。（図１、２）（図１の2006年と
図２の2009年の非連続については目次ⅳページの３参照）
　開設時期別に事業所数の構成比をみると、全産業に比べて、情報通信業は設立から年数の浅い事業所
が多く、近年増加傾向であることと併せて考えると、比較的新しい成長産業であることがうかがえます。
なかでも通信業やインターネット附随サービス業は、携帯電話やインターネット環境の急速な拡大を
背景に、1990年代後半以降の開設が多くなっています。（図３）

図１　中分類別事業所数・従業者数の推移（東京）

注　　2009年の事業所数・従業者数については図２参照。
資料　総務省「事業所・企業統計調査」

図２　中分類別事業所数･従業者数構成比
　　　　　　　（東京、2009年）

資料　総務省「経済センサス」

図４　小分類別事業所数、全国比（東京、2009年）

資料　図２に同じ

図３　開設時期別・中分類別事業所数構成比
　　　　　　　（東京、2009年）

注　　外国の会社を除く会社の単独及び本所事業所数により算出。
資料　図２に同じ

図５　小分類別従業者数、全国比（東京、2009年）

資料　図２に同じ
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（２）　都心･副都心を中心に大きな集積がみられる東京の情報通信業
　小分類別に事業所数と従業者数をみると、事業所数、従業者数ともに圧倒的に多いのがソフトウェア
業となっています。全国比についてみると、音声情報制作業をはじめとして、多くの業種で事業所数、従
業者数ともに全国比が高くなっています。特に従業者数については、全国の４割以上を占める業種が18
業種中13業種に及び、情報通信業にかかる人材が東京に集積している様子がうかがえます。（図４、５）
　東京における情報通信業の事業所数を地域別にみると、都心地域が約40％を占めており、副都心地域
と合わせ、情報通信業全体の約65％が都心・副都心地域へ集積していることがわかります。業種ごとに
地域分布をみると、放送業及び新聞業は過半数が都心に立地しており、特に都心への集中が見られます。
その他の業種についても、通信業を除くと、40％前後の企業が都心に立地しています。また副都心地域
についても、出版業及びインターネット附随サービス業では30％以上を占めており、集積がみられます。
（図６）
（３）　通信業、情報サービス業のシェアが大きい情報通信業の売上高
　情報通信産業の実質GDPをみると、情報通信業においては情報サービス業、情報通信関連産業にお
いては情報通信関連製造業の規模が年々拡大しています。（図７）
　情報通信業にかかる年間売上高をみると、電気通信業が４割弱、ソフトウェア業が２割強となってお
り、この２業種で過半数を占めています。（図８）
　企業向けサービス価格指数の推移をみると、全産業に比べて情報通信全体では下落傾向となってお
り、なかでも移動電気通信については大幅に下落しています。一方、出版、新聞、ソフトウェア開発につ
いては、2005年基準でみてやや上昇しています。（図９）

図７　部門別情報通信産業の実質GDPの推移（全国）

注　　実質GDPは2000年価格基準。
資料　総務省「情報通信白書」

図６　小分類別・地域別事業所数構成比（東京、2009年）

注　　公務を含む。区部以外に境界未定地域含む。
資料　図２に同じ
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図８　業務別年間売上高構成比（全国、2009年）

注　　アクティビティベース（企業の活動内容）における当該業務売上高。
資料　総務省「情報通信業基本調査」

図９　小分類別企業向けサービス価格指数の推移（全国）

資料　日本銀行「企業向けサービス価格指数」
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（４）　幅広い産業に活用される情報通信業
　業務別に契約先産業別売上高の構成比をみると、ソフトウェア業務では同業者と製造業が各２割強、
情報処理･提供サービス業務では金融業,保険業が４分の１弱、インターネット附随サービス業務は情
報通信業（同業者を除く）が３分の１強を占めています。音声情報制作業務、新聞業務、出版業務につい
ては、いずれも卸売業,小売業が最も多く、映像･音声･文字情報制作に附帯するサービス業では情報通
信業（同業者を除く）が４分の３のシェアとなっています。（図10）
　ICT市場においては、グローバル化が著しく進んでいますが、世界の市場規模と日本のシェアをみる
と、端末･機器やデバイスの市場規模は相対的に小さいものの、コピー機をはじめとして日本のシェア
が高いものが比較的多くなっています。一方、サービス分野については、市場規模が大きいものが多い
ですが、地域密着型サービスである場合も多く、日本のシェアはいずれも低くなっています。（図11）
（５）　他への派遣従業者、他からの派遣従業者が比較的多い情報通信業
　中分類別に他への派遣従業者、他からの派遣従業者の事業所割合をみると、すべての業種で全産業に
比べて高くなっています。特に放送業では約３割の事業所で、他からの派遣従業者が従事しています。
一方従業者割合をみると、全産業に比べ、他からの派遣従業者の割合は全ての業種で多くなっています
が、他への派遣従業者の割合はインターネット附随サービス業、映像・音声・文字情報制作業で約２％か
ら３％と低い割合となっています。（図12）

図10　業務別・契約先産業別年間売上高構成比
　　　　　　　　（全国、2009年）

注　　事業所規模５人以上。
資料　経済産業省「特定サービス産業実態調査」

図12　中分類別・派遣従業者の状況別事業所割合、従業者割合（東京、2009年）

資料　図２に同じ

図11　品目別ICT市場規模、日本のシェア（世界、2009年）

資料　総務省「平成22年版ICT国際競争力指標」
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第１節　増加傾向にある東京の情報通信業／第２節　売上高が緩やかながら減少傾向の電気通信事業・放送事業

２　売上高が緩やかながら減少傾向の電気通信事業・放送事業
（１）　増加する届出電気通信事業者数
　電気通信事業者数は増加し続けていますが、その大半は、プロバイダ（インターネットへの接続を提
供する業者）・付加価値通信網提供会社・情報サービス会社・機械警備を行う警備会社等の届出電気通信
事業者となっています。一方、電気通信事業売上高については、近年緩やかながら減少傾向となってい
ます。（図１）
　電気通信事業の売上高を役務別にみると、５年前に比べて音声伝送にかかる売上高が大きく減少し
ている一方、データ伝送にかかる売上高は増加しています。その内訳をみると、携帯データ伝送による
割合が高まっています。（図２）
（２）　大きな売上シェアを占める地上系放送事業者、売上高シェアが拡大傾向の衛星系放送事業者
　放送事業については、受信料収入を基盤とするNHKと、広告収入または有料放送の料金収入を基盤
とする民間放送事業者により行われています。放送事業外収入も含めた放送事業者全体の売上高をみ
ると、地上系放送事業者が約６割のシェアを占めていますが、近年やや減少しています。一方、ケーブル
テレビ事業者は増加を維持しており、売上高シェアを拡大させています。事業者数についてみると、地
上系放送事業者は増加し続けている一方、衛星系放送事業者はわずかながら減少傾向にあります。（図３）
　2009年における、今後１年以内に新規に事業展開する意向がある民間放送事業者の、事業展開したい
分野をみると、ウェブコンテンツ配信を含め、インターネット広告業、インターネット通販、インター
ネット・ショッピング・サイト運営など、インターネット関連分野への参入が上位６位のうち過半数
を占めています。またウェブ以外でのデジタルコンテンツ分野への参入意欲も高く、民間放送事業者
が、インターネット分野、デジタルコンテンツ分野への事業展開を重視していることがうかがえます。
（図４）

図１　届出・登録別電気通信事業者数・電気通信
事業売上高の推移（全国）

注　　事業者数は各年4月1日現在。売上高は全回答者数の積み上げのため、
比較には注意を要する。

資料　総務省資料

図３　事業別放送事業者数・売上高の推移（全国）

注　　事業者数は各年度末現在。
資料　総務省「情報通信白書」、総務省資料

図２　役務別電気通信事業売上高（全国、2004・2009年度）　

資料　総務省「通信･放送事業基本調査」、「情報通信業基本調査」

図４　民間放送事業者が今後１年以内に事業展開したい
分野（全国、2009年）

注　　今後１年以内に新事業展開意向のある企業への設問。
　　　上位６位のみ掲載。
資料　総務省「情報通信業基本調査」



56

第３章　情報通信業

３　企業や社会の情報化に貢献する情報サービス業
（１）　受注ソフトウェア開発が売上の大半を占めるソフトウェア業
　東京におけるソフトウェア業についてみると、事業所数、売上高ともに２年連続で増加しています。
売上高を業務種類別にみると、大半は受注ソフトウェア開発となっています。また、業務用パッケージ、
ゲームソフト、コンピュータ等基本ソフトを含むソフトウェアプロダクツについても２年連続で増加
しています。（図１）
　業務種類別にソフトウェア業の売上高全国比をみると、業務用パッケージでは４分の３近く、ゲーム
ソフト及び受注ソフトウェア開発では６割強、コンピュータ等基本ソフトについても半数近くが東京
のシェアとなっており、東京に集中していることがわかります。事業所数の全国比をみると、ゲームソ
フトで特に高く、全国の事業所の６割弱が東京に立地していることがわかります。（図２）
　また年間営業費用をみると、２年連続で増加しており、2009年の内訳をみると、外注費が約４割と最
も大きな割合を占めています。（図３）
　ソフトウェア業においては、オフショア開発１を直接発注する企業が４分の１強を占め、年々増加し
ており、わが国のオフショア開発発注取引額は、長期的には拡大傾向にあります。発注先相手国につい
てみると、取引額が最も大きい国は中国で、次いで2008年以降はインドが多くなっており、インドにつ
いては、取引額に占めるシェアを拡大させてきています。（図４）
（２）　システム等管理運営受託の売上シェアが拡大する情報処理･提供サービス業
　情報処理・提供サービス業務について、業務種類別に売上高の推移をみると、システム等管理運営受
託が、情報処理サービスを2007年から上回って推移しており、2009年にはシステム等管理運営受託が、
情報処理・提供サービス業務の売上高全体の半数近くを占めています。なお、システム等管理運営受託、
情報処理サービスの２業種で、情報処理・提供サービス業務の売上高の大半を占めていることがわかり

注１　システムインテグレータやソフトウェア開発会社が、コスト削減を目的に、海外の事業者や海外子会社にシステム開発や運用管理などを委託する
こと。

図１　ソフトウェア業務の業務種類別売上高・事業所
数の推移（東京）

資料　経済産業省「特定サービス産業実態調査」

図３　ソフトウェア業の年間営業費用の推移（東京）

注　　2009年の値については、事業従事者５人以上の事業所に限定するもの
であるため、それ以前と接続しないことに注意を要する。

資料　図１に同じ

図２　ソフトウェア業務の業務種類別事業所数･売上高
全国比（東京、2009年）

注　　事業従事者５人以上。
資料　図１に同じ

図４　発注先相手国別オフショア開発発注取引額の
　　　推移、オフショア開発海外発注実施割合（全国）

注　　 オフショア開発海外発注実施割合は2008年度の値。
資料　（社）情報処理推進機構「IT人材白書」
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第３節　企業や社会の情報化に貢献する情報サービス業／第４節　個人からの収入が４分の１を占めるインターネット附随サービス業

ます。事業所数については、２年連続で増加しています。（図５）
　また業務種類別に事業所数と売上高の全国比をみると、事業所数全国比は、各種調査で５割と高く
なっており、各種調査以外の業務についてもすべて３割以上となっています。売上高全国比については、
インターネットによらないデータベースサービス（その他）、システム等管理運営受託および各種調査
で、いずれも８割前後となっており、情報処理サービスについても５割強と高くなっています。（図６）
４　個人からの収入が４分の１を占めるインターネット附随サービス業
　収入種類別にインターネット附随サービス業務の売上高構成比をみると、法人からの収入が74.9％、
個人からの収入が25.1％となっています。個人からの収入は全体の４分の１を占め、法人の広告料収入
と同規模となっています。（図１）
　業務種類別にインターネット附随サービス業の売上高をみると、サイト運営業務が最も大きくなっ
ており、全体の半数近くにあたる4,682億円となっています。またサイト運営業務、コンテンツ配信業
務については全国シェアが９割強、セキュリティサービス業務については全国シェアが４分の３弱、
ASP（アプリケーション・サービス・プロバイダ）業務についても全国シェアが３分の２強となってお
り、インターネット附随サービス業務は、いずれの業務についても、東京への高い集積がうかがえます。
（図２）
　情報サービス産業における主業従事者１人当たりの主業売上高をみると、インターネット附随サー
ビス業は、前年に比べて減少していますが、ソフトウェア業と情報処理・提供サービス業を上回る金額
となっています。ソフトウェア業は横ばいで推移していましたが、2009年にはやや減少しました。情報
処理・提供サービス業については、2006年から2007年に大幅に増加し、2009年にはソフトウェア業を上
回りました。（図３）

図５　情報処理・提供サービス業務の業務種類別
　　　売上高・事業所数の推移（東京）

資料　図１に同じ

図１　収入種類別インター
ネット附随サービス
業務売上高構成比

　　　（東京、2009年）

注　　事業従事者５人以上。
資料　経済産業省
　　　「特定サービス産業実態調査」

図６　情報処理・提供サービス業務の業務種類別
事業所数･売上高全国比（東京、2009年）

注　　事業従事者５人以上。
資料　図１に同じ

図２　インターネット附随サービス業
務の業務種類別売上高、全国比
　　（東京、2009年）

注、資料　図１に同じ

図３　情報サービス産業主業従事
者１人当たりの主業売上高
の推移（東京）

資料　図１に同じ
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５　進展するコンテンツ産業
（１）　企業数、売上高ともに増加傾向の映像情報制作・配給業務
　全国における映像情報制作・配給業務の企業数と売上高の推移をみると、いずれも増加し続けていま
す。また、業務種類別に映像情報制作・配給業務の売上高の推移をみると、テレビ番組制作･配給業務が
大きく、なかでもテレビ番組制作配給収入が全体の３分の１以上と、最大のシェアを占めています。（図
１）
　2009年のテレビ番組配給本数をみると、「その他」が全体の半数近く、次いでバラエティ番組などを含
む「芸能・趣味・教養」が多くなっています。また、映画配給本数をみると、邦画が洋画をわずかに上回っ
ている一方、アニメーションは邦画や洋画の３分の１以下の本数となっています。（図２、３）
　アニメ制作会社の本社について地域分布をみると、92.0％が東京となっており、東京への集積がみら
れます。なかでも、練馬区および杉並区に集中していることがわかります。（図４）
（２）　邦楽からの収入が３分の２を占める音声情報制作業
　音声情報制作業務の売上高について業務種類別に売上高構成比をみると、邦楽のレコード販売収入
が最も大きく、全体の半数近くを占めています。次いで、洋楽レコード販売収入が全体の４分の１強と
なっており、音声情報制作業務売上高の75％以上は、レコード販売収入が占めていることがわかりま
す。なお、邦楽にかかる売上高は、著作権関連収入を合わせると、売上高全体の３分の２を占めています。
（図５）
（３）　企業数の割合が少ないものの、売上シェアが高いニュース供給業
　映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業について、業務種類別に企業数をみると、「その他」が
４割近くで最も多く、貸しスタジオ業が２割弱となっています。一方、業務種類別に年間売上高の分布
をみると、新聞、定期刊行物、テレビ、ラジオ等にニュースを供給する「ニュース供給業」が46.0％と、最
も大きなシェアとなっており、次いで、収録素材を編集・合成・MA（マルチオーディオ）処理をする「ポ
ストプロダクション」が20.4％と続いています。（図６）

図１　映像情報制作･配給業務の業務種類別
企業数・売上高の推移（全国）

注　　ビデオはDVDを含む。
資料　経済産業省「特定サービス産業実態調査」

図４　地域別アニメ制作会社本社
　　　数構成比（全国、2009年度）

資料　（株）帝国データバンク
「アニメ制作会社の経営実態調査」

図２　テレビ番組配給本数
　　　　（全国、2009年）

注　　事業従事者５人以上。
資料　図１に同じ

図５　音声情報制作業務の業務種類別
売上高構成比（全国、2009年）

注　　レコードには音楽CD、音楽テープなどの
音楽ソフトを含む。

資料　図１に同じ

図３　映画配給本数
　　　（全国、2009年）

注、資料　図２に同じ

図６　映像・音声・文字情報制
作に附帯するサービ
ス業務の業務種類別企
業数・年間売上高構成比
　　（全国、2009年）

資料　図１に同じ
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第５節　進展するコンテンツ産業

（４）　広告料収入が一定割合を占める新聞業
　新聞業務･出版業務の売上高をみると、新聞業務では新聞販売収入が最も多くなっていますが、広告
料収入についても全体の３分の１弱と比較的大きな収入源となっています。一方、出版業務では書籍販
売収入に加えて、雑誌販売収入も大きくなっており、広告料収入が売上高全体に占める割合は、新聞業
務に比べて低くなっています。（図７）
（５）　サービスが多様化・高度化し、拡大するモバイルコンテンツ市場
　コンテンツ産業の市場規模についてみると、図書･新聞、画像・テキストが最も大きく、次いで映像、音
楽･音声、ゲームとなっています。ただし、いずれも直近ではやや縮小傾向となっています。（図８）
　コンテンツ市場のデジタル化、ネット化について推移をみると、ゲームは、コンピューターゲームを
対象としているため、デジタル化100％となっており、音楽･音声も80％強で推移しています。図書･新聞、
画像・テキスト、映像については、近年デジタル化が進んでおり、特に映像では急激にデジタル化が進ん
でいることがわかります。一方、ネット化率をみると、徐々に上昇しているものの、いずれの分野も20％
未満であり、特に映像については１％台で推移しています。（図９）
　携帯電話の広範な普及、端末の高速・高機能化、通信料金体系の変化等を背景に、モバイルビジネスの
市場規模は急速に拡大しています。対象デバイスを携帯電話端末に限定したモバイルコンテンツ、モバ
イルコマースの市場規模の推移をみると、ともに増大し続けており、特にモバイルコマースが著しく拡
大しています。なお、モバイルコマースの内訳をみると、物販系、サービス系がそれぞれ40％以上となっ
ています。モバイルコンテンツの市場構成比については、着うた系と着メロ系で29.0％、モバイルゲー
ムが16.0％であり、その他にも多様なコンテンツ市場が展開されています。（図10）
　日本のコンテンツは、アニメ、ゲームをはじめとして海外でも高く評価されていますが、コンテンツ
分野における国内市場規模と海外収入についての日米比較をみると、米国のほうが、国内市場規模も海
外収入も大きくなっています。さらに、国内市場規模に対する海外収入の比率も17.0％と、日本におけ
る海外収入比率の4.3％を大きく上回っています。（図11）

図７　新聞業務・出版業務別・
業務種類別年間売上高
　　（全国、2009年）

資料　図１に同じ

図10　モバイルビジネス市場規模の推移（全国）

注　　モバイルコンテンツは「モバイルインターネット上で展開されるビジネス」と定義し、モ
バイルコマースはモバイルサイトを利用した通信販売市場を指す。物販系はモノを指し、
サービス系はチケット、旅行などの予約、購入を指し、トランザクション系は株取引など
の手数料を指す。

資料　総務省「モバイルコンテンツの産業構造実態に関する調査」

図８　分野別コンテンツ産業市場規模の
推移（全国）

資料　（社)デジタルコンテンツ協会
「デジタルコンテンツ白書」

図11　コンテンツ分野における国内市場規模、
海外収入における日米比較（世界、2008年）

資料　総務省資料

図９　分野別コンテンツ市場のデジタル
化率・ネット化率の推移（全国）

注　   棒グラフがネット化率、折線グラフがデジタル化率。
資料　図８に同じ
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