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我が国のインターネット利用者は3263.6万人（2001年2月）に達し、年末には3600万人を

突破すると予測されている。家庭からの利用者（職場、学校などからの併用を含む）は全体

の約63％、携帯電話/PHSからのみの利用者は約20％であり、これらが利用者数の増加に寄

与しているといえる。携帯電話/PHSからのインターネット利用者はパソコンなどとの併用者

を含めると約1830万人となっており、契約者が約3600万人を突破していることを考えると、

実際のアクティブ率は約50％にも上ると推定される。

高速インターネットに関していえば、昨年秋に発表されたIT基本戦略では3000万世帯に高

速インターネットを、1000万世帯に超高速インターネットを5年以内に整備する計画が骨子

となっているが、現状は寂しいかぎりである。我が国のDSL利用者は4月で10万加入を突破

したが、韓国の280万（3月末）には遠く及ばない。ケーブルテレビを利用したインターネッ

ト利用者と合わせて比較すると、我が国の約100万に対して韓国は500万加入となっており、

対人口比で考えると、普及の差は非常に大きい。

インターネットビジネスを取り巻く環境は昨年後半から今年にかけて激変した。特に米国にお

いては、インターネット関連の新興企業ばかりでなく、関連したパソコン業界、通信機器業界、通

信サービス業界なども売上高や利益の減少、赤字の拡大などの業績不振にみまわれている。こ

れは、多くの新興企業がビジネスモデルが不明確なままに創業資金を手に入れて事業を開始

したものの、黒字転換の見通しが立たないために追加資金の投入が行われなかったこと、株価

の低迷のために市場からの資金調達が困難になってきたことなどが原因で、一部の企業は倒

産や閉鎖に追い込まれたと思われる。また、多くのインターネット関連企業も不採算サービス

や海外事業の撤退などを含む事業の縮小、無料サ−ビスからの撤退や有料サービスへの転換、

料金の値上げなどの対策を打っている。我が国ではインターネット経済の規模の差に加え、イ

ンターネット専業企業の数の差、インターネットビジネス展開の米国に対する遅れが幸いした

のか、インターネット関連企業の倒産などは少ないものの、事業内容の方向修正やビジネスモ

デルの再検討を行っている企業は多い。どの事業においてもこのようなステップは通過せざる

をえないことから、果敢にこの現状を打破し、突破していかなければならない。次世代インタ

ーネットのプラットフォームであるIPv6は、IT基本戦略でも国家の基本方針として推進して

いくことになった。本年度をIPv6元年ととらえ我が国の英知を絞って具体的なサービスに結

び付けたい。すでに多くの企業がIPv6対応の機器、サービス、データセンターなどの計画を

発表しているのは心強い限りである。

インターネット協会も、財団化に向けて一歩を踏み出したところであるが、国家の方針と一

体となって、インターネットの普及に寄与したい。

インターネット協会（IAjapan）会長　岡田智雄
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