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第３章

１　新興国の台頭でますます多極化が進む世界経済
（１）　日本と世界の経常収支の構造変化
　日本の経常収支は黒字基調で推移していますが、その構造には大きな変化がみられます。経常収支黒
字を牽引してきた貿易収支の黒字が近年伸び悩んでいるのに対し、今世紀に入り、所得収支の黒字が大
きく増加し、2005年以降は貿易収支の黒字を上回るようになりました。このような中で、2011年には東
日本大震災が発生し、貿易収支は31年ぶりに赤字となりました。2012年は、中国、欧州の需要低迷によ
る輸出減と、発電用燃料の輸入増等の影響で、貿易赤字は大きく拡大しています。しかし、所得収支は
引き続き大きく黒字を計上したため、経常収支全体では黒字幅は縮小したものの依然として黒字を維持
しています。（図１）
　また、世界の経常収支は、中国や中東･北アフリカの産油国等において黒字が続いています。世界金融
危機を通して経常収支のインバランスはやや縮小しましたが依然として大きく、黒字国、赤字国が固定
化する傾向にあるため、インバランスの是正は現在の世界経済にとって大きな課題の一つとみなされて
います。（図２）
　一方、世界の名目ＧＤＰにおいては、中国、アジア、中南米、中東、アフリカ諸国など様々な地域の存
在感が増し、多極化が進んでいます。世界の名目ＧＤＰに占める新興国の比率は、1992年には16.4％でし
たが、2012年には38.1％と大きく上昇しました。また今後も引き続き高い成長が見込まれており、2018年
には世界経済の44.0％を占めると予想されています。（図３）

（２）　ヒト、モノの移動において存在感を高めるアジア諸国
　世界の空港の国際旅客数をみると、1位、２位はロンドン、パリで変化はありませんが、近年、香港、ドバイ、
シンガポール、バンコクなどのアジアの空港が大きく数を伸ばしています。一方、成田空港は2006年には
５位でしたが、減少傾向で推移し、2011年は東日本大地震の影響もあって13位と大きく順位を落としてい
ます。国際貨物取扱量は世界の貿易量の変動等を反映しながら増減していますが、１位は香港で２位以下
を大きく引き離しています。成田空港は2006年には３位でしたが、2011年には７位となっています。（図４）
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図４　空港別国際旅客数、国際貨物取扱量の推移（世界）

図１　経常収支の推移（全国） 図２　経常収支の推移（世界）

図３　地域別名目GDPの推移（世界）
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　次に、港のコンテナ取扱量を1980年と2011年で比較すると、国際貿易の拡大などにより、各港とも増
加しています。しかし、東京湾、大阪湾の港よりも中国の各港を中心に、アジア諸港の増加が著しく、
日本の港の地位が低下していることがうかがえます。（図５）
　世界の海上コンテナ輸送量は、2000年から2010年の間で2.9倍になりました。特に、アジア域内におい
ては９倍と大きく増加しており、アジア諸国の経済成長や企業の国際分業の進展により、アジア地域を
中心として海上コンテナ輸送量が大きく増加していることが見受けられます。（図６）
　また、アジア地域と欧米を結ぶ基幹航路においては、船舶の大型化が進展しており、輸送効率の点か
ら寄港地を集約する動きが進んでいます。そのような流れの中で、アジア諸港と比較して港湾コストが
割高でリードタイムも長い日本の港は、基幹航路の寄港便数が減少しており、アジア諸港で積み替えら
れて輸送されるトランシップ貨物が増加しています。積替港としては、釜山港の割合が最も高く、日本
のトランシップ貨物の約４割を扱っています。（図７）
　こうした状況下で、東京港、横浜港、川崎港の京浜３港は厳しい環境に直面しています。東日本地域
における京浜港を利用した貨物の割合が８割以上の都道県は、1993年には14都県でしたが、2008年には
８都県まで減少しました。その他の道県でも京浜港はシェアを低下させており、京浜港の相対的な地位
は低下しています。このようにアジア諸港間での競争が激化する中で、京浜港の国際競争力の強化に向
けて、2010年には「京浜港共同ビジョン」が、2011年には「京浜港の総合的な計画」が策定されました。
東京港、川崎港、横浜港の３港は連携を一層強化し、京浜港の国際競争力確保のための取り組みを進め
ています。（図８）

図８　都道府県別京浜港利用貨物割合の推移（全国）

図６　海上コンテナ輸送量
　　  （世界、2000･2010年）

図５　港のコンテナ取扱個数（アジア諸港、1980･2011年）

図７　海外トランシップ率の推移（全国）
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（３）　貿易収支の赤字が拡大した日本
　2011年に31年ぶりの赤字となった日本の貿易収支は、2012年においても世界経済の減速や日中関係の
悪化等の影響で輸出が減少傾向で推移したのに対し、企業の海外生産移転が進み輸入浸透度１が高まっ
ていることに加え、発電用燃料の輸入が引き続き高水準で推移したため、大幅に赤字が拡大しました。
2013年に入っても貿易収支は赤字が続いています。（図９）
　日本の貿易額は、2007年までは輸出額、輸入額ともにおおむね増加傾向が続いていました。2009年は、
世界経済不況により貿易額が大きく落ち込みましたが、翌年の2010年には反転しました。その後、輸入
は増加傾向が続いていますが、輸出は円高傾向に加えて、2011年の東日本大震災等もあって伸び悩んで
います。また、国･地域別では、中国やアジアの国との貿易額が大きく増加しています。（図10）
　貿易額は、長期的にはグローバル化の進展や経済成長とともに拡大傾向ですが、世界経済や国内経済
の情勢を受けて短期的には大きく変動しています。また、為替レートや資源価格、相手国（地域）の経
済状況等の影響を受け、相手国（地域）によって変動の方向が異なる傾向が見受けられます。しかし、
近年、貿易自由化、金融･資本市場の自由化が進むにつれて、世界経済は連動性を高めており、2008年９
月のリーマンショックを発端とした2009年の世界経済不況では、どの地域との貿易額も対前年比で大き
く落ち込みました。（図11）
　日本の輸出入における商品別の構成比をみると、輸出では輸送用機器と一般機械、電気機器の割合が
大きく、輸入では鉱物性燃料の割合が大きくなっています。鉱物性燃料は原油価格の変動に大きく依存
するため、原油価格が高騰した2008年には35％に達しました。また、2011、2012年は発電用LNGの輸入
の増加等の影響で、その割合は再び上昇しています。（図12）

図９　月別輸出入額の推移（全国）

図11　相手地域別貿易額対前年比の推移（全国） 図12　商品別輸出入額構成比の推移（全国）

図10　国・地域別輸出入額の推移（全国）

注１　輸入浸透度とは、国内総供給（国内向け出荷＋輸入）に占める輸入の割合。
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（４）　広がる世界の経済連携協定（EPA）、自由貿易協定（FTA）ネットワーク
　グローバル化が進展する中で、国際競争力を強化し、経済成長につなげる目的で、自由な貿易や投資
を拡大するためのシステムを構築することへの関心が高まっています。世界の自由貿易の拡大に大きく
貢献してきたのは、関税と貿易に関する一般協定（ＧＡＴＴ）及び、それを受けて1995年に設立された世
界貿易機関（ＷＴＯ）です。ＷＴＯは、多角的交渉（ラウンド）を通し、貿易障壁の削減･撤廃だけでなく、
国際取引の安定と予見可能性確保のための通商ルールの強化、充実を図っており、多角的貿易体制の強
化に大きな役割を果たしています。しかし、150国を超える加盟国の利害対立の調整は容易ではないため
交渉には長い時間がかかり、2001年に交渉開始したドーハ･ラウンドが近い将来一括妥結する見込みは少
ないのが現状です。このため、２国間や地域において幅広い経済関係の強化を目指し、貿易や投資の自
由化･円滑化を進める経済連携協定（ＥＰＡ）や自由貿易協定（ＦＴＡ）を締結を目指す動きが広まってい
ます。（図13）
　こうした状況下で、日本も近年、ＥＰＡへの取組を強化しており、2013年現在、ＡＳＥＡＮ諸国を中心に、
12か国１地域との間ですでにＥＰＡを発効しているほか、５か国４地域との間で交渉、１か国との間で共
同研究を行っています。また、広域ＦＴＡである東アジア地域包括的経済連携（ＲＣＥＰ）については交渉
開始に合意しており、環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）についても2013年３月に交渉参加表明を行う等、
グローバル競争における環境整備に向けて様々なアプローチで取り組んでいます。（図14）

（５）　輸入額が輸出額を上回る東京港
　首都圏の大消費地を支える東京港の貿易は、輸出と比較して輸入が多い傾向があります。東京港の輸
出入額をみると、全国と同様に2009年に大きく減少しました。その後、輸出額はやや戻したものの、ほ
ぼ横ばいで推移しているのに対し、輸入額は大きく増加しており、2011年にはリーマンショック以前の
水準を上回りました。相手国別では、特に輸入で中国の割合が高く、近年では４割以上が中国からとなっ
ています。（図15）
　また、東京港の輸出入における商品別の構成比をみると、輸出では、一般機械と電気機器の割合が高く、
全国と比較すると、輸送用機器の割合が低くなっています。一方、輸入では、食料品の割合が高く、割
合自体は低下傾向にあるものの、2012年でも約２割を占めています。また、全国と異なり、鉱物性燃料
の割合は非常に小さくなっています。（図16）

図15　国・地域別輸出入額の推移（東京港） 図16　商品別輸出入額構成比の推移（東京港）

図14　日本のＥＰＡ取組状況（全国、2013年）図13　ＦＴＡ件数の推移（世界）
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　全国の港の2012年の輸出入額をみると、輸出額では名古屋港、輸入額では成田空港がトップとなって
います。東京港は輸出額が５位、輸入額が２位、輸出入額の合計は３位となりました。名古屋港、横浜港、
神戸港などでは輸出額が輸入額を上回っており、東京港、大阪港、千葉港などでは輸入額が輸出額を上回っ
ています。（図17）

（６）　グローバル化が進むサービス分野
　運輸交通技術や情報通信技術の発展、規制緩和の進展等を背景に、サービス分野においても、遠隔地
での提供が可能なサービスについて国際取引が拡大しています。全国のサービス貿易収支の内訳の推移
をみると、従来、サービス貿易の中で中心的な役割を果たしてきた「輸送」、 「旅行」の増加以上に、「そ
の他営利業務」や「特許等使用料」等、 「その他サービス」に分類される項目が大きく増加しており、サー
ビスのオフショア化（業務プロセスの一部、または全部を海外に移管･委託すること）が進んでいること
がうかがえます。また、サービス貿易の相手国は、輸出入ともにアメリカが最大の相手国となっています。

（図18）
（７）　直接投資の割合が増加傾向の所得収支
　近年、経常収支の黒字を支えている所得収支は、「雇用者報酬」と、投資収益である、「証券投資収益」、

「直接投資収益」、「その他投資収益」から構成されています。内訳をみると、証券投資収益の割合が最も
大きいものの、2000年代後半以降、直接投資収益の割合が上昇しており、2012年には所得収支の約３割
を占めるまでになりました。海外需要を取り込むことや、海外企業との競争力維持などを目的に、製造
業を中心に国内企業の海外進出・海外展開が進み、海外子会社などから得た「配当金・配分済み支店収益」
や投資先現地企業などの留保利益である「再投資収益」が増加しているためと考えられます。（図19）

（８）　増加する日本の対外純資産残高
　こうした国境を越えた経済活動の結果、日本の政府や企業、個人が海外に保有する資産（対外資産）から、
海外の政府や企業、個人が日本で保有する資産（対外負債）を差し引いた対外純資産残高は、増加傾向が続い
ており、統計を公表している国の中で、日本は最大の対外純資産を保有する債権国となっています。（図20）

図20　対外純資産残高の推移（世界）

図17　港別輸出入額
         （全国、2012年）

図18　サービス貿易輸出額・輸入額の推移（全国）

図19　所得収支内訳の推移（全国）
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（９） 　増加する企業のグローバル人材
　経済のグローバル化が進む中、グローバル化に対応した人材の確保は企業にとって重要な課題の一つ
となっています。グローバル人材の人数は、2012年から2017年の間に約2.4倍、外国人のグローバル人材
は約8.1倍となり、常用雇用者に占めるグローバル人材の割合は4.3％から8.7％に高まると推計されていま
す。産業別のグローバル人材の割合は、2012年時点では「教育,学習支援業」が最も高くなっています。
また、 「情報通信業」や「製造業」では、2012年から2017年の間で、グローバル人材の割合が大きく上昇
すると見込まれています。（図21）
　また、企業の海外展開が進む中で、民間企業関係の海外長期滞在者数は増加傾向となっています。滞
在先としては、北米、西欧がやや減少傾向を示しているのに対し、アジアは大きく増加しており、2011
年には海外長期滞在者数の６割を超えました。（図22）

（10）　減少する日本から海外への留学生数
　外国の高等教育機関に留学している世界の学生が滞在する留学先国としては、2010年では日本は第８位と
なりました。アメリカ、イギリス、オーストラリア等、英語圏の国々の割合が大きくなっています。（図23）
　日本の高等教育機関に留学している外国人留学生の数は、増加傾向で推移していましたが、東日本大
震災や円高等の影響もあり、2011年に減少し、2012年は横ばいとなりました。アジアからの留学生が９
割以上で、出身国（地域）別にみると、中国、韓国、台湾が約８割を占めています。また、日本に留学
している外国人留学生の約３分の１が東京で学んでいます。（図24）
　一方、日本から海外の高等教育機関への留学生数は、2004年をピークに減少傾向に転じています。留
学先としてはアメリカが最も多く、次いで中国となっており、この２国で全留学生の約３分の２を占め
ています。グローバル化が進展し、人材の面でも国際競争力が問われる中で高等教育機関の果たす役割
もますます大きくなると考えられていますが、外国人留学生数の伸び悩みや日本人海外留学生数の減少
等、日本の内向き姿勢の強まりが懸念されています。（図25）
図21　グローバル人材需要、常用雇用者に占めるグローバル人
　　　材比率、産業別グローバル人材需要（全国、2012年）

図22　地域別海外長期滞在者数の推移（全国）

図23　高等教育機関における外国人留学生の
　　　留学先構成比（世界、2010年）

図24　出身国（地域）別高等教育機関留学生数の推移
　　　（全国）

図25　日本から海外の高等教育機関への留学生数の
　　　推移（全国）
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２　震災前の水準にほぼ回復した2012年の訪日外客数
（１）　歴代２位となった訪日外客数
　東日本大震災等の影響で2011年に前年比マイナス27.8％と大きく減少した訪日外客数は、2012年には、
格安航空会社（LCC）の新規就航などにより、ほぼ震災前の水準に回復し、過去最高であった2010年の861
万人に次いで歴代２位の836万人となりました。なお、2013年に入ってからも、円安傾向などを背景にお
おむね堅調に推移しています。（図１）
　2012年の訪日外客数を国・地域別にみると、韓国が最も多く、次いで台湾、中国の順となっており、韓国、
台湾、中国、香港の東アジア４か国･地域で全体の約３分の２を占めています。また、2012年の訪日外客
数を震災前の2010年と比較すると、韓国は16％、シンガポールは21％減少している一方、台湾は16％、タ
イは21％増加しています。（図２）

（２）　来日目的の約半数は観光･レジャー
　訪日外国人の来日目的をみると、 「観光･レジャー」が47.6％と約半数を占める一方、 「商談等その他ビ
ジネス」と「展示会･見本市、国際会議、研修」を合わせた業務関係は約30％を占めています。香港や台
湾からの訪日外国人は、 「観光･レジャー」目的の割合が高い一方、アメリカは業務関係や「親族・知人訪問」
が多くなっています。（図３）
　また、観光･レジャー目的とした訪日外国人の旅行形態では、中国からの訪日外国人は団体旅行が４分
の３を占めるのに対して、アメリカからの訪日外国人では、団体旅行は１割に満たず、９割は個人旅行
となっています。（図４）
　なお、訪都外国人旅行者の情報の入手先では、インターネットが最も多い一方、観光案内所は「欧州･北
米･豪州」が「アジア」より多く、旅行会社は「アジア」のほうが多いという特色がみられます。（図５）

第３章　５つのトピックからとらえた東京の経済

図１　訪日外客数･出国日本人数の推移（全国）

図２　国･地域別訪日外客数の推移･構成比 図３　国籍別主な訪日目的（全国、2011年）

図４　観光･レジャー目的訪日外国人の国籍別
　　　旅行形態別構成比（全国、2011年） 図５　出身地域別訪都外国人旅行者

　　　の情報の入手先（東京、2011年）
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第２節　震災前の水準にほぼ回復した 2012 年の訪日外客数

　また、訪日外国人の土産品では、 「電気製品」や「カメラ･ビデオカメラ･時計」は中国から、 「和服（着
物）･民芸品」はアメリカからの訪日外国人の購入率が高くなっています。（図６）

（３）　観光収入･外国人訪問者数が少ない日本　
　日本の国際観光収支をみると、支出は収入の倍以上の金額となっています。また、支出は世界で９位
である一方、収入は28位に、外国人訪問者数は39位にとどまっています。（図７）

（４）　東京の観光消費額の約１割を占める外国人旅行者　
　2011年の東京の観光客数は、前年に比べ都内在住者、他の道府県在住者ともに１割近く減少し、外国
人旅行者は３割以上減少しています。また、観光消費額も2011年は全体で4.0兆円と前年より１割以上減
少し、特に外国人旅行者は３割以上減少しています。なお、観光客数では都内在住者と他の道府県在住
者がほぼ半分ずつですが、観光消費額では他の道府県在住者のほうが多くなっています。また外国人旅
行者は観光客数は少ないものの、観光消費額では3,130億円と全体の約８％を占めています。（図８）

（５）　様々な産業に経済効果･雇用効果をもたらす観光
　観光は、宿泊業、運輸業、飲食店、小売業など様々な産業にかかる消費を増やす経済効果があります。
観光に伴う雇用効果は228.5万人であり、飲食店が最も大きくなっています。（図９）

（６）　東京の国際会議開催件数は世界第７位
　国際会議の開催件数は、シンガポールが最も多く、2001年からの10年間で増加率が最も大きくなって
います。東京（都区部）は、2011年は震災の影響などにより、前年に比べ減少したものの、10年前の約2.7
倍に増加しており、世界の都市の中で第７位となっています。（図10）

図６　訪日外国人の国籍別･費目別土産品購入率
　　　（全国、2011年）

図７　国･地域別国際観光収支、外国人訪問者数
　　　（世界、2011年）

図８　在住地別観光客数、観光消費額の推移（東京）

図９　産業部門別観光に伴う消費額、雇用効果
　　　（全国、2010年）

図10　都市別国際会議の開催件数の推移（世界）
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第３章　５つのトピックからとらえた東京の経済

３　研究開発の拠点としてポテンシャルが高い東京
（１）　活発な研究開発活動
　人口減少局面においても持続的成長を実現するためにはイノベーションを通じた生産性の向上が鍵と
なります。グローバル化、新興国の台頭とともに知識経済化が進む中で、研究開発活動と効率的な成果
の獲得、製品化のためのネットワークの活用が重要になっています。
　国内総研究費をみると、いずれの国においても増加傾向にあります。国別には、アメリカが２位以下
を大きく引き離して第１位で推移しています。日本は2008年までアメリカに次ぐ第２位でした。しかし、
中国の急速な伸びもあり、2009年には中国に抜かれ第３位になりました。（図１）
　国内における研究費の多い分野は、ライフサイエンスと情報通信です。2008年度までは情報通信が最
も多く、次いでライフサイエンスでした。しかし、2009年度以降逆転し、ライフサイエンスが最も多くなっ
ています。（図２）
　研究開発の成果である特許の出願件数は、日本人による国内への出願件数では減少しています。一方、
企業の経済活動のグローバル化とともに、国外への出願は大きく増加しています。2000年に約２割であっ
た外国特許出願比率は、2011年には約４割まで上昇しました。出願先国としては、最も件数が多いのは
アメリカで、2000年代半ば以降は、中国でも大きく件数を伸ばしています。（図３）
　また、出願人居住国別のPCT国際特許出願１件数は、アメリカが最も多く、日本が続いています。近年
では、特に日本と中国の出願件数が増加しています。（図４）

図１　国内総研究費の推移（世界） 図２　特定目的別研究費の推移（全国）

図３　出願先別日本人による特許出願件数の推移
　　　（全国）

図４　出願人居住国別国際出願（ＰＣＴ出願）
　　　件数の推移（世界）

注１　条約の締約国の国民及び居住者が出願することができ、所定の言語で作成した所定の願書を特許庁（受理官庁）に提出し、権利の保護を求める　　　 
国を指定することによって、当該指定国における国内出願としての効果を持つ制度。
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第３節　研究開発の拠点としてポテンシャルが高い東京

　外国との間における特許権、ノウハウの提供や技術指導等、技術の提供又は受入れの指標である技術貿
易額の推移をみると、輸出と輸入の差である収支額は、2008、2009年度に減少したものの、長期的には増
加傾向です。輸出は、親子会社間の取引の割合が高く、2002年度以降７割を超えているのに対し、輸入は
親子会社間の取引を除いた独立した企業間の取引の割合が高くなっています。技術貿易の相手国では、輸
出、輸入ともにアメリカが最大で、地域別にみると、輸出はアジア諸国の割合が高くなっています。（図５）

（２）　オープン･イノベーションの時代に期待が高まる産学連携
　大学の研究費受入額は、2008年度まで増加傾向でした。しかし、2009年度に減少し、その後は横ばい
で推移しています。内訳をみると、共同研究が増加傾向で受託研究が減少傾向です。また、大学との共
同研究の件数は、大企業が大きく増加しているのに対し、中小企業は微増にとどまっています。外国企
業は、数は少ないものの増加率は大きくなっています。（図６、７）
　大学発ベンチャーの各年度の設立数は、2004、2005年度をピークに大きく減少していました。しかし、
2011年度は７年ぶりに増加し、累計で2,143社となっています。グローバル競争の激化や消費者ニーズに
対応するため、イノベーションもスピードが重視されています。組織の枠組みを超えて必要となる研究
開発能力や資金等を外部市場から調達し、効率的なイノベーションを目指す、いわゆる「オープン･イノ
ベーション」が世界の潮流となるにつれ、今後ますます産学連携への期待は高まっていくものと考えら
れます。（図８）

（３）　東京には、知的財産権支援インフラが集積
　大学における特許公開件数では、上位20大学の中で８つの大学が東京に立地しています。また、東京には、
大学や研究機関が数多く集積しています。さらに、弁理士数では全国の半数以上、知的財産権の専門コン
サルタント（知財取引業者）数では全国の半数弱が集積している等、知的財産権支援インフラが充実して
おり、東京は産学連携や研究開発の拠点として高いポテンシャルを有していると考えられます。（表１、図９）

図７　企業種類別大学等における企業との
　　　共同研究実施件数の推移（全国）

表１　大学別特許公開件数
　　　（全国、2011年）

図６　大学等における民間企業
からの研究資金等の受入
額の推移（全国）

図８　大学等発ベンチャーの設立数（全国）

図９　都道府県別大学数･知的財産権支援インフラ構成比（全国）

図５　技術貿易額の推移（全国）
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４　情報化社会の進展
（１）　大きく増加したインターネット利用者数
　近年、コンピューター等の技術革新により、高度な情報インフラが構築されるようになりました。こ
うしたインフラの整備により、多様なサービスが提供され、市民生活や企業活動に大きく影響を与えて
います。特に、インターネットは、日本で1993年に商用サービスが開始されてから利用が大幅に拡大し、
利用者数は、2012年には９千７百万人となりました。また、2001年には５割程度であったインターネッ
トの人口普及率も、2012年には８割近くまで拡大しています。（図１）
　インターネット利用率を端末別にみると、大部分の年代で自宅のパソコンや携帯電話を利用する人の
割合が大きくなっています。また、スマートフォンの利用は20歳代で７割に達しています。（図２）
　携帯電話は、1990年代後半から、急速に普及していますが、出荷台数は近年横ばい傾向です。一方で、
携帯電話に占めるスマートフォンの比率は、年々上昇し2011年度には５割を超えました。スマートフォ
ン比率は今後も上昇が見込まれ、2016年度には、携帯電話の出荷台数の85％以上がスマートフォンにな
ると予測されています。（図３）
　このように、年々増加しているスマートフォンですが、スマートフォン等の普及は、データ通信の増
大のみならず音楽･映像配信の利用、電子書籍等といった幅広い分野でインターネットを通じて消費を刺
激することが考えられます。スマートフォンやタブレット端末による経済波及効果は、7.2兆円と推計さ
れています。また、波及効果の半分以上は、小売業やサービス業等の情報通信以外の一般産業であり、
スマートフォン等の普及が様々な分野にプラスの影響を与えていると考えられています。（図４）

第３章　５つのトピックからとらえた東京の経済

図１　インターネットの利用者数及び人口普及率の
　　　推移（全国）

図２　端末別世代別インターネット利用率
　　　（全国、2012年）

図４　スマートフォン･タブレット端末の普及
　　　による経済波及効果（全国）

図３　携帯電話及びスマートフォンの出荷台数の
　　　推移（全国）
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第４節　情報化社会の進展

（２）　情報化技術を活用する企業
　民間企業の情報化投資比率は拡大傾向となっています。また、情報化投資額は、2009年は減少に転じ
ましたが、それまではおおむね増加傾向で推移していました。投資額の内訳をみると、ソフトウェアや
電子計算機本体･同付属装置の割合が高くなっています。（図５）
　こうした企業の情報化投資が進む中、電子商取引も活発に行われています。BtoB（企業間商取引）、
BtoC（消費者向け商取引）におけるEC化率は、増加傾向にあります。（図６）
　また、決済手段としての電子マネーも消費者に着実に普及しています。電子マネーの端末台数の増加
とともに、決済金額や決済件数も増加しており、2007年度と比較すると2011年度は決済件数で約３倍、
決済金額で約４倍となりました。（図７）
　保険医療分野の情報化の一つとして推進されている電子レセプトの普及率は、2010年度以降、調剤、
医科で90％を超えています。また、歯科についても、調剤、医科と比較すると普及率は低いものの、年々
上昇しており、電子レセプトの普及が進んでいることがうかがえます。（図８）

（３）　懸念されるサイバー犯罪
　インターネット等の普及等、情報化の進展に伴ってサイバー犯罪も発生し、その手口も一層巧妙化し
ています。サイバー犯罪の検挙件数は、2011年に減少しましたが、2012年は再び増加し、過去最大の件
数となりました。内訳をみると、詐欺やわいせつ物頒布などのネットワーク犯罪が最も多く、2012年は
全体の９割を超えています。（図９）
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図８　電子レセプトの普及率の推移（全国）

図５　実質情報化投資額･投資比率の推移（全国） 図７　電子マネー端末台数、決済件数、決済金額
　　　の推移（全国）

図６　BtoB、BtoC電子商取引市場規模の推移
　　　（全国）

図９　サイバー犯罪の検挙件数の推移（全国）
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５　多様化するエネルギー資源、取組が進む温暖化対策や緑化
（１）　増加する液化天然ガスの輸入額
　産業部門、民生部門、運輸部門などの各部門で実際に消費されたエネルギーの総量を最終エネルギー消
費といいます。2011年度の東京における最終エネルギー消費量は、2007年度に比べ減少しているものの、
1990年度と比べると約15％増加しています。部門別では、企業の管理部門やサービス業などの「業務他」が
最も多く半数を超えており、次に「家庭」が続いています。供給元をみると、2011年度では電力が39.6％、
原料油、ガソリン、灯油、軽油などの石油製品が32.2％、都市ガスが26.0％を占めています。（図１）
　最終エネルギーとして利用される割合が最も高い電力の使用実績は、東日本大震災のあった2011年に減
少したものの、2012年はやや増加しました。一方、１時間当たりの最大電力使用量は、2011年、2012年と連
続で減少しています。（図２）
　エネルギー資源に乏しい日本は、そのほとんどを海外からの輸入に頼っており、鉱物性燃料の輸入額構
成比をみると、「原油及び粗油」が約半数を占めています。原粗油の輸入額は、2009年に大きく落ち込み、
その後、再び増加しましたが、2008年の水準を下回って推移しています。また、発電燃料となる液化天然
ガスの輸入額も2010年以降増加しています。（図３）

（２）　拡大が期待される再生可能エネルギー１

　資源獲得競争の激化や、地球温暖化対策として、再生可能エネルギーの開発や導入拡大への取組が活発
化しています。再生可能エネルギーは、資源枯渇のおそれが少なく、環境への負荷が少ない一方で、設備
導入費用が高く、自然状況に左右されることから、利用率が低く、安定供給に不安があるなどの様々な課
題を抱えています。こうした中、再生可能エネルギー源（太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス）を用
いて発電された電気を、国が定める固定価格で一定の期間電気事業者に調達を義務づける「再生可能エネ
ルギーの固定価格買取制度」が2012年７月１日にスタートしました。東京における再生可能エネルギー発
電設備の電力量は、太陽光発電を中心に、2013年２月までに８万９千kWと次第に増加しています。（図４）
　また、太陽光発電の導入量をみると、2011年では日本はドイツ、イタリアに続き３番目に多くなってい
ます。（図５）

第３章　５つのトピックからとらえた東京の経済

図１　部門別最終エネルギー消費量の推移、
　　　エネルギー種別エネルギー消費量構成比
　　　　　　　　　　（東京）

図２　電力使用実績の推移（東京電力管内）

図３　原粗油･液化天然ガスの輸入額の推移、
　　　商品別鉱物性燃料輸入額構成比（全国）

図５　太陽光発電導入量の推移（世界）

図４　再生可能エネルギー発電設備の認定状況
　　　（東京、2012～2013年）

注１　再生可能エネルギーとは、「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」及び施
行令で、「エネルギー源として永続的に利用することができると認められるもの」として、太陽光、風力、水力、地熱、大気中の熱 その他の自然界に
存する熱、バイオマスが規定されている。
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第５節　多様化するエネルギー資源、取組が進む温暖化対策や緑化

（３）　屋上･壁面緑化面積が最も多い東京
　環境に配慮した様々な取組が進む中、環境産業の市場規模は、2009年に落ち込んだものの翌年には回
復しており、長期的には拡大しています。内訳をみると、リフォーム、リペアやリサイクルサービスを
扱う「廃棄物処理･資源有効利用」市場が最も規模が大きく半数を超えています。また、省エネルギー自
動車や省エネルギー電化製品などの「地球温暖化対策」市場が、2011年は2001年の約４倍の規模となっ
ています。（図６）
　地球温暖化の原因とみられている温室効果ガスの中で、最も割合の高い二酸化炭素の排出量は、2000
年度にわずかに増加しました。しかし、2010年度は減少し、1990年度と同じ水準にとどまりました。内
訳をみると、事務所ビルや飲食店などの業務部門が増加しており、製造業や建設業などの産業部門は減
少しています。（図７）
　都市におけるヒートアイランド現象の緩和や低炭素化などの観点から、屋上や壁面の緑化への取組が
行われています。全国の屋上・壁面緑化の施工面積と施工件数は、ともに2008年が最も多くなっています。
また、2000年から2011年の緑化面積累計の都道府県別構成比は、屋上、壁面ともに東京が最も高い割合
を占めています。（図８）

（４）　エネルギー関連、環境関連の特許登録件数が増加する日本
　エネルギー関連、環境関連の研究開発は、新規産業や雇用機会を創出し、経済の活性化につながる分
野として注目されています。日本におけるエネルギー関連、環境関連の特許登録件数は、どちらも2001
年から2009年にかけて増加しています。（図９）
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図６　環境産業の市場規模の推移（全国） 図７　部門別二酸化炭素排出量の推移、構成比
　　　（東京）

図８　屋上･壁面緑化施工件数、面積の推移（東京）、
　　　都道府県別構成比（全国、2000年～2011年累計）

図９　エネルギー関連･環境関連特許登録件数
　　　の推移（世界）


