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１　日本経済の中心東京

（1）　密度の高い産業集積と大きな経済規模

　東京の面積は2,188km2となっており、47都道府県で構成される国土の0.6％を占めるに過ぎませんが、

そのなかに国民の9.8％に当たる1,257.7万人が生活しています。さらに、全国の事業所の11.9％に当たる

67.9万所、会社企業数では16.8％に当たる25.5万社が集まっています。事業所には周辺からの通勤者を

含めて823.9万人と、全国の15.2％の従業者が働いており、高密度の産業集積が形成されています。（図１）

　経済規模は大きく、総生産額は92.3兆円で全国の17.7％を占めており、２位の大阪の２倍を大きく

超えています。また、一人当たりの県民所得でみると、454.0万円と全国平均の約1.5倍となっていま

す。２位の愛知の358.8万円を大きく引き離しており、活発な経済活動が行われていることがうかが

えます。（図２、図３）

　東京には様々な産業が展開しています。商業についてみると、年間商品販売額は182.2兆円で全国

の33.2％、サービス業の生産額では22.8％を占めています。また、情報産業の集積は東京の大きな特

徴となっており、売上高全国比をみると、ソフトウェア業務で61.6％、情報処理・提供サービス業務

では63.8％と突出しています。一方製造業についてみると、製造品出荷額等が全国の3.1％を占める

にすぎませんが、先端技術の製造品や伝統工芸品まで、多様なものづくりが行われています。（図４）

（2）　集中する中枢機能

　首都東京には様々な機能が集中しています。資本金10億円以上の企業の48.7％は東京に立地して
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おり、国内銀行貸出残高の４割以上を東京が占めています。さらに全国の手形決済の約７割が東京で

行われ、全国の株式取引の大半を担っている東京証券取引所が立地するなど、金融の機能も集中して

います。また、大学も全国の17.6％に当たる136校と多数設置されています。（図５）

　本社機能は東京の産業に大きく影響しています。産業連関表により都内の生産額で「本社」の占め

る割合をみると16.2％となっており、「財」の割合を超えています。（図６）

　また、東京は日本の玄関であり、グローバル化の拠点でもあります。東京港・羽田空港・成田空港

の３港は輸出で全国の約２割、輸入で全国の約３割の金額を占めています。日本に進出している外資

系企業の約４分の３は東京に本社を設けています。さらに、ビジネスや観光等の様々な目的で年間

534万人の外国人旅行客が東京を訪れています。（図７、図８、図９）

(3）　活発な事業活動

　豊富な需要を背景に東京では事業所の開業が盛んで、開業率は8.0％と全国の6.4％を大幅に上回っ

ています。また、全国では開業率が廃業率を下回っているのに対し、東京では開業率が上回っていま

す。また、企業規模をみると、事業所数では中小企業が99.0％と全国の99.7％と比べるとやや低いも

のの、圧倒的な割合を占めています。大企業に比べ、出荷額や売上高の規模は小さいものの、中小企

業の活動は多岐にわたり、地域活力の源泉として、また産業の牽引役として、重要な役割を果たして

います。（図10）
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２　進む東京の少子高齢化
(1)　少子高齢化がすすみ、減少が見込まれる東京の人口

　東京の人口は増加傾向にあり、2005年には1,258万人になりました。今後東京の人口は2020年ま

で増加し、1,310万人に達すると見込まれています。しかし、2020年を頂点として以降は減少し、

2035年には1,270万人となると推計されています。一方、15歳未満の人口は1975年以降減少傾向です。

生産人口である15歳～ 64歳の人口は2005年には870万人となりましたが、2035年には779万人に減

少すると見込まれています。さらに65歳以上の高齢者人口は1970年には59万人でしたが、2005年

には約４倍の230万人となりました。（図１）

(2)　社会増が多い東京の人口

　東京の人口の増減を要因別にみると、社会増減による変動が目立ちます。社会増減は主に転勤、就

職、就学、住宅事情などによる転居で発生します。バブル経済期に住宅価格が高騰した影響をうけ、

1996年まで社会増減は転出超過傾向でしたが、マンションブームとともに人口の都心回帰が進み、

1997年以降は転入超過に転じています。しかし、2008年から景気悪化により求職者の転入が減り、

社会増による人口の増加が鈍化しています。また、一定期間内に生まれた子どもと死亡した人の差で

ある自然増減をみると、1968年をピークに増加幅の縮小傾向が続いています。（図２）

(3)　常住人口を超える東京の昼間人口

　東京に居住している常住人口に対し、通学や通勤で移動する人数を加味する昼間人口は1,498万人

になり、昼間人口が常住人口を上回っています。東京のなかでも、特に区部への通学や通勤による流

入人口が多く、東京全体の昼夜間人口比率120.6に対し、区部の昼夜間人口比率は135.1となっていま

す。（図３）

(4)　世界でも有数の高齢化が見込まれる東京

　1995年以降、東京は高齢化が急速に進行しました。2005年の東京の高齢化率（総人口に占める65

歳以上の割合）は18.3％になり、高齢化が進んでいる他国に比べても高い水準にあります。東京の高

齢化率は全国より低いものの、高齢化のスピードは全国とほぼ同じで、2035年には30.7％にまで達

すると見込まれています。（図４）
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第２節　進む東京の少子高齢化

　高齢化の要因としては、生活環境や食生活・栄養状態の改善、医療技術の進歩等により平均寿命が

伸び、老年人口が増加していることがあげられています。男女ともに平均寿命は上昇の一途で、各年

齢における余命を統計学的にあらわす平均余命も年々伸びています。また、 平均寿命、平均余命とも

に女性が男性を常に上回っています。（図５）

(5)　世界でも厳しい水準にある東京の出生率

　東京の出生数は1971年から1974年の第二次ベビーブーム以降、減少の一途ですが、2005年の9.7

万人を底にして、わずかに回復し2009年は10.7万人になりました。

　合計特殊出生率１も減少傾向ですが、出生数と同様に2005年の1.00を底に2009年には1.12と、や

や上昇しました。しかし、東京の合計特殊出生率は常に全国を下回り、2009年においても全国で最

も低くなっています。少子化が進む諸外国と比較しても低い水準にあります。（図６）

　少子化の一つの要因として未婚率の上昇や晩婚化があげられています。東京の状況をみても、年を

追うごとに男女問わず、どの年齢層でも未婚率は上昇しており、晩婚化が進行していることがわかり

ます。特に、30 ～ 34歳の男性と、25 ～ 34歳の女性の未婚率が大きく上昇しています。また、すべ

ての年齢層で男性の未婚率は女性に比べて高くなっています。25 ～ 34歳の未婚率の上昇は、最近の

出生率の低下の大きな要因と考えられています。（図７）

　家族類型でみても、東京では子どもがいる親族世帯が減少しています。2000年と2005年で比較す

ると、子どもがいない夫婦のみの親族世帯は10.2％増、単独世帯は11.4％増、65歳以上の高齢者の

単独世帯は28.3％増となっています。一方、夫婦と子どもから成る親族世帯は0.6％減少しています。

（図８）

注１　 その年次の15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、１人の女性が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとしたとき
の子ども数に相当する
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３　少子高齢化や国際化の影響を受ける事業所・企業

(1)　減少する個人経営の事業所

　東京の事業所数は1986年をピークに徐々に減少しており、2006年は約68万所となっています。

20年間で10万所以上も減少していますが、経営組織別に内訳をみると、会社経営の事業所は増加し

ており、逆に個人経営が大幅に減少しています。また数は少ないものの、財団法人や事業協同組合な

どを含む会社以外の法人や、協議会や後援会などの法人でない団体も存在しています。従業者数は

1996年をピークとしているものの、1991年以降800万人を超えた状態が続いています。（図１）

(2)　東京に集積する情報通信業

　産業別に東京の事業所数をみると、卸売業,小売業がもっとも多く17万４千所、次いで宿泊業,飲食

サービス業の10万４千所となっています。しかし１事業所当たり従業者数では、事業所数は１～２万

所と少ない金融業, 保険業や情報通信業が非常に多くなっており、逆に卸売業, 小売業や宿泊業, 飲食

サービス業は少なくなっています。（図２）東京には日本の会社企業の約６分の１が存在していますが、

産業によってその集積には大きな差があります。産業別に会社企業の全国比をみると、第２次産業で

ある建設業や製造業は全産業の平均を下回る一方で、情報通信業は約５割と圧倒的な割合を占めてい

ます。次いで学術研究, 専門・技術サービス業や不動産業, 物品賃貸業が高くなっており、事業所向け

サービスの全国比が高い傾向がみられます。（図３）

　事業所の形態別に東京の事業所数をみると、店舗・飲食店がもっとも多く26万５千所、次いで事務所・

営業所が24万４千所と、それぞれが全体の約３分の１ずつを占めています。一方で、各形態の全国比

をみると、事務所・営業所以外は事業所総数の全国比を下回っており、特に工場・作業所・鉱業所や、

輸送センター・配送センター・これらの車庫の割合が低くなっています。（図４）
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第３節　少子高齢化や国際化の影響を受ける事業所・企業

(3)　過半数を占める小規模事業所

　事業所の従業者規模別に東京の事業所数と従業者数をみると、従業者数４人以下の事業所が事業所

数の半分以上、９人以下では８割近くを占め、小規模な事業所が非常に多くなっています。しかし従

業者数では、９人以下の事業所に勤める従業者は全体の２割強にとどまっており、事業所数では3.5％

しかない従業者数50人以上の事業所が５割近くを占めています。（図５）

　2006年における東京の中小企業比率は99.0％となっていますが、地域ごとにその比率には差がみ

られます。23区内でも大企業が集まる千代田、中央、港の都心３区は総じて割合が低く、逆に城西

や城北地域ではどの区も99.0％を超えています。また、多摩地域も99.7％と高く、島しょは100％と

なっています。23区内の中小企業数では港区がもっとも多く、他に中央区や大田区、新宿区、足立

区などが多くなっています。（図６、資料編Ｐ155参照）

(4)　注目を集めるソーシャルビジネス

　少子高齢化や環境など様々な社会的課題を、ビジネスとしての事業性を確保しながら解決しようと

する活動をソーシャルビジネスと呼びます。近年ソーシャルビジネスは注目を集めており、新たな働

き方を提供する主体として、また近い将来には行政の協働パートナーとして、地域及び社会・経済全

体の活性化を担う主体としてその役割が大きく期待されています。ソーシャルビジネスの組織形態は

その約半数が特定非営利活動法人（NPO）であり、全体の事業所数では大半を占めている株式会社

などの営利法人、個人事業主は合わせても３割にとどまっています。（図７）

　ソーシャルビジネスの事業分野については、６割以上の組織が地域活性化・まちづくりを手がけて

おり、暮らしに密着した分野の割合が高くなっていることがわかります。（図８）
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(5)　拡大する医療, 福祉、情報通信業

　産業別に東京の2001年からの５年間の事業所数・従業者数の増減率をみると、第２次産業の建設

業や製造業が事業所数、従業者数ともに減少する一方で、情報通信業や教育, 学習支援業、医療, 福祉

などは大きく増加しています。特に医療, 福祉はわずか５年間で事業所数が２割弱、従業者数は３割

以上も増加しており、産業が拡大していることがうかがえます。（図９）

　地域別に2001年からの５年間における新設事業所と廃業事業所の割合をみると、都心では2006年

の事業所数の４割以上の事業所が５年間で新設され、また同時に廃業されています。次いで副都心地

域も４割前後の事業所が新設・廃業されており、この２地域が他に比べ割合が高くなっています。し

かし、島しょ以外はすべての地域で廃業事業所の割合が新設事業所の割合を上回っており、事業所数

が減少していることがわかります。（図10）

(6)　低下傾向の開業費用

　新規開業には通常多額の資金が必要となりますが、資本金に関する法律の改正もあり、開業費用は

低下傾向となっています。全国における開業費用の平均値と中央値の推移をみると、平均値は上下を

繰り返しながらも、1998年度から2008年度までで約140万円低下し、中央値も240万円低下してい

ます。（図11）

　事業を継続していくことは容易なことではありません。東京で創業間もない企業に当初重視した経

営者が持つべき強み、事業継続の大きな要因となったことを尋ねたところ、当初重視した強み、事業

継続の大きな要因ともに、「経営者の人脈、ネットワーク、営業力」を４割以上の企業が挙げ、最も

多くなっています。なお、当初重視した強みとしては、「製品等や業界に関する知識・スキル」が比

較的高かったのに対し、事業継続の大きな要因としては、努力や粘り強さを挙げる経営者が比較的多

くなっています。（図12）
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第３節　少子高齢化や国際化の影響を受ける事業所・企業

(7)　アジアを中心に拡大傾向の海外現地法人

　少子高齢化などによる内需の縮小と、新興国の経済成長などによる外需の拡大を受け、海外の現地

法人で活動を行う企業は増加傾向にあります。世界的な景気後退の影響を受けて2009年は大きく減

少したものの、2008年まで海外現地法人の売上高は増加を続けており、特にアジアでの売上高が大

きく伸びています。2007年には北米を抜き、2009年時点では売上高全体の半分近くを占めるまでに

なっています。（図13）

　海外の現地法人数を産業別にみると、製造業と非製造業がほぼ半々となっています。製造業で最も

多いのは自動車などの輸送機械であり、次いで化学となっています。一方、非製造業ではその半数が

卸売業であり、全体でも約４分の１と最も多くなっています。海外との商品の販売、輸送などを取り

次ぐ卸売業が海外に多く進出し、業務の円滑化などのため現地法人を設立していることがわかります。

（図14）

（8)　国際化に伴い増加する海外企業とのM&A

　企業の拡大のための手段としてM&A（企業の合併及び買収）がありますが、経済活動の国際化に

伴い、近年M&Aに海外の企業が関わることが多くなってきています。2005年まではIN-IN（国内企

業同士のM&A）の案件が金額の８割近くを占めていましたが、2006年以降はIN-INが大きく減少す

る一方でIN-OUT（国内企業による海外企業へのM&A）とOUT-IN（海外企業による国内企業への

M&A）の合計が全体の中でも大きな割合を占めるようになり、国内にとどまらない合併等が増えて

いることがわかります。（図15）

　外資系企業と比べた際の日本企業の問題点として、経常利益率（売上高に対する経常利益の割合）

が低いことが挙げられます。日本企業の経常利益率は、海外拠点のあるなしに関わらず年々上昇傾

向となっているものの、外資系企業と比較すると低く、収益性で劣っていることがわかります。（図

16）
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４　進む東京経済のサービス化

（1)　生産と消費の両面で進展するサービス化

　東京の産業連関表をみると、都内生産額は2005年までの20年間で約71兆円増加していますが、そ

の多くがサービス部門１の増加によるものとなっています。また、財部門が約５兆円減少する一方で、

本社部門は約11兆円増加しています。（図１）

　産業別に2007年度の都内総生産の額と1997年度からの伸び率をみると、サービス業は全産業の中

でも圧倒的に総生産が多く、約30兆円にのぼります。加えて伸び率も20％を超えており、大幅に拡

大していることがわかります。対照的に鉱業や建設業、製造業等の第２次産業はどれも20％以上減

少し、大きく縮小しています。（図２）

　都民経済計算による就業地ベースでみた就業者数においても、製造業などの第２次産業の就業者数

は年々減少しています。一方、サービス業などの第３次産業は、就業者数全体が2007年度までの10

年間で40万人以上減少するなか、約16万人も増加しました。（図３）

　2007年における就業者（東京は有業者）の産業別構成比を国別に比較すると、日本は第３次産業

が７割弱となっており、アメリカやイギリスの８割弱に比べると低いものの、ドイツや韓国とほぼ同

じ割合になっています。東京は割合が８割を超えており、日本全国よりも第３次産業の割合が高くなっ

ています。（図４）

　１世帯当たりの消費支出を財・サービス区分別に10年ごとに比較してみると、東京、全国ともにサー

ビスの割合が徐々に高まっており、2009年では東京はほぼ半数に達しています。また、どの年でもサー

ビスへの支出の割合が全国より高くなっており、東京は消費面でもサービス化がより進展していると

いえます。（図５）

注１　 「財部門」とは、農林水産業、鉱業、製造業、建設、電気･ガス･熱供給・水道・廃棄物処理をいい、それ以外が「サービス部門」である。
　「本社部門」とは、生産活動を組織的に管理・運営するため、もっぱら間接的な活動だけを営む単独事業所をいう。
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第４節　進む東京経済のサービス化

(2)　増加する企業のアウトソーシング

　個人の生活だけではなく、企業活動においてもサービス化が進んでいます。東京証券取引所一部に

上場している日系企業を対象に行った調査によると、社内業務をアウトソーシングしている企業は、

経理部門を除き、ほぼ半数に上っています。

　また、現在既にアウトソーシングを利用している企業についても、今後利用を拡大したい企業が４

～５割に達する一方で、縮小する意向の企業は５％以下にとどまっており、これからもアウトソーシ

ングによる企業活動のサービス化が進むことが見込まれます。（図６）

(3)　景気後退のなかでも活発化する医療，福祉

　第３次産業のなかの異なる業種間の経済活動状況を比較したり、各産業の動きを時系列でみるため

の統計として、第３次産業活動指数があります。2005年を100とした場合の動きをみると、第３次

産業総合では2007年をピークに２年連続で低下しており、2009年は上昇が続いていた情報通信業も

低下に転じています。しかし、景気後退により第３次産業全体の活動が低下するなかでも、医療,福

祉は年々上昇しており活発化しています。（図７）

(4)　課題とされるサービス産業の労働生産性向上

　サービス産業の課題として、労働生産性の向上が挙げられます。産業別の労働生産性指数の推移を

みると、製造業や情報通信業は年々上昇傾向にあるのに対し、医療,福祉やサービス業は2005年から

低下しています。製造業などは機械設備や生産技術の進歩が労働生産性の向上に直結しやすいのに対

し、医療,福祉やサービス業は人の手によるサービスの提供が主となるため、設備投資の効果が労働

生産性に反映されにくいことが考えられます。（図８）
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５　情報化社会のさらなる進展

(1)　急速に普及したインターネット

　 情報化の進展は、個人のライフスタイルのみならず、産業や経済、社会全体の構造を世界的に変

化させています。

　インターネットの普及率をみると、2009年末には、企業で99.5％、個人で78.0％となっており、

企業ではインターネットがほぼ完全に普及していることがわかります。また個人については、企業に

は及ばないものの、この10年間で、急速に普及が進んでいることがわかります。（図１）

　インターネット普及の背景には、高速かつ大量のデータ通信を可能にしたブロードバンド（高速大容

量通信回線）の普及があります。近年ブロードバンドの契約数は急激に増大しており、2009年末にお

ける東京のブロードバンドサービス契約数は、477.3万件となりました。回線別にみると、DSL１契約

数は純減傾向にある一方、FTTH２契約数は一貫して増加し、ブロードバンド契約数に占めるFTTH

の割合も６割近くに達しており、FTTHがブロードバンド契約の増加を牽引しているといえます。（図

２）

(2)　個人の生活に浸透する情報化

　個人がインターネットを利用する際に使用する端末をみると、パソコン利用率はおおむね微増傾向

となっている一方、モバイル端末については、この10年間で利用率が大きく上昇しており、2009年

には85.1％となりました。また、ゲーム・テレビ等の利用もわずかながら増加しており、利用端末の

多様化がうかがわれます。（図３）

　家計に占める通信関係支出比率についても、緩やかながら増加傾向にあります。なお、通信関係支

出の内訳の推移をみると、10年前には大半を占めていた固定電話通信料は大幅に減少している反面、

移動電話通信料が大きく増加しており、その差は拡大傾向にあります。（図４）

注１　DSL：電話回線(メタル回線）でネットワークに接続するアクセスサービス(ADSL等)
注２　FTTH：光ファイバー回線でネットワークに接続するアクセスサービス（集合住宅内等において、一部電話回線を利用するVDSL等を含む）

　 なお、CATVはケーブルテレビ回線でネットワークに接続するアクセスサービスを、 FWAは固定された利用者端末を無線でネットワークに接続
するアクセスサービスを、BWAは2.5GHｚ帯を使用する広帯域移動無線アクセスシステムでネットワークに接続するアクセスサービスを指す。
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第５節　情報化社会のさらなる進展

(3)　企業活動において広がる様々な情報通信活用　

　企業活動における情報化についても、着実に進展しています。コンピュータネットワークを介した

BtoB（企業から企業へ）の商取引をみると、2008年の市場規模は250兆円ですが、このうちインター

ネットを介した商取引は159兆円となっています。BtoC（企業から消費者へ）の取引は、BtoBに比

べて規模は小さいものの、商取引比率は上昇しています。（図５）

　企業の情報化投資についても、金額が大きくなっています。民間企業設備投資に占める情報化投資

比率の推移をみると、90年代ほどの伸びではありませんが、依然上昇しており、2007年には22.0％

となりました。（図６）

 　生産性向上に役立つICT関連ツールについても、非接触型ICカード、ネットワークカメラ等ネッ

トワーク機能付加機器等を中心に、年々導入する企業が増えています。2009年末には、いずれかの

ユビキタス関連ツールを導入している企業の割合が53.6％となりました。（図７）

(4)　立ち遅れた分野も目立つ日本の情報通信利用

　ICT先進諸国における情報通信の利活用状況をみると、日本は、医療・福祉、教育・人材、雇用・労務、

行政サービス、企業経営の分野の偏差値が30台と低く、利活用の遅れが顕著であることがわかります。

なお、交通・物流では日本が最も偏差値が高く、文化・芸術、電子商取引、安心・安全、環境・エネ

ルギーでは、ほぼ平均的な値となっています。（図８）
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６　東京の経済の基盤となる貿易と物流

(1)　全国の４割を占める首都圏の貿易額

　首都圏の輸出額は全国の37.4％と最も大きな割合を占めています。輸入額は44.7％で2番目の近畿

圏を大幅に上回っています。(図１）

　輸出品、輸入品とも多岐にわたっていますが、上位５位でみると、輸出額の11.1％が自動車、次に

半導体等電子部品と続きます。一方、輸入額の15.1％が原油及び粗油で第１位、次に石油ガス類と続

き、原材料やエネルギー源に関係する品目の比率が高くなっています。また、パソコンや、プリンタ

をはじめとした周辺機器などの事務用機器や半導体等電子部品などの製品は輸入、輸出ともに上位に

入っています。首都圏の事務用機器や半導体等電子部品は全国の輸出入において高いシェアを占めて

おり、特に輸入では７割超を占めています。（図２）

(2)　比重が高まる中国との貿易

　輸出相手国でみると、アメリカへの輸出は2008年で17.8％と第１位ですが、1998年の31.4％に比

べ、占める割合は小さくなっています。一方、1998年は4.6％で５位であった中国は2008年に15.6％

とアメリカに次ぐ大きさになりました。また、輸入相手国では中国は1998年に10.1％であったもの

が2008年には18.5％と１位になっており、輸出入ともに関係が深まっています。また、2008年の

輸入ではアラブ首長国連邦やサウジアラビアなど産油国も上位となっています。この要因としては、

輸入物価指数（2005＝100）の総平均が、1998年の89.2から2008年には133.2と、49.3％上昇して

いるのに対し、石油・石炭・天然ガスでは、42.5が185.0と、335.3％もの大きな上昇となっており、

原油価格の高騰の影響がうかがえます。（図３）

(3)　全国で10位の東京港の貨物取扱量

　東京港の貨物取扱量は2007年で0.9億トンで全国第10位となっています。トップは名古屋で2.2億

トンで、名古屋ほか上位３位の港湾では、外国貿易の取扱量が内国貿易を大きく上回っています。東

京も外国貿易が内国貿易を上回っていますが、その差は小さくなっています。（図４）　
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第６節　東京の経済の基盤となる貿易と物流

(4)　輸入が輸出を上回る東京港

　東京港と全国の輸出入額は2007年まで増加傾向でしたが、金融危機の影響により2008年に輸出額

が、2009年には輸入、輸出ともに減少しました。全国では、輸出額が輸入額を上回っていますが、

東京港では、2001年から輸入額が輸出額を上回って推移しています。(図５）輸入額では機械類及び

輸送用機器が116.7％増、雑製品で115.8％増と大きな伸びとなっています。機械類及び輸送用機器

の中ではパソコン等の事務用機器を含む一般機械、雑製品では衣類及び同付属品が大きく伸びていま

す。東京港は、経済活動だけでなく暮らしに直接係わるものも多く輸入されています。（図６）

(5)　東京港の移出で５割近くを占める完成自動車

　東京港での国内の貨物は移入が約2,400万トンで、移出が約1,200万トンとなっており、移入のほ

うが多くなっています。東京港の国内向け貨物の品目は外国向けとは大きく異なり、移入では建設材

料等に使用される砂利、砂とセメントで約３割を占めています。一方、移出では完成自動車が５割弱

と他の品目に比べ突出しています。（図７）

(6)　着量が発量を上回る貨物輸送

　東京の貨物輸送は自動車が鉄道の60倍の量を扱っており、自動車による輸送量が圧倒的に多くなっ

ています。自動車では域内の輸送量が最も多く４割を占めており、着量が発量を上回っています。ま

た、鉄道でも着量が発量を上回っています。（図８）

(7)　国内貨物の中心羽田空港、国際貨物の拠点成田空港

　国内航空貨物では羽田空港が取扱量の37.6％を担っており、全国で１位です。海外向けの航空貨物

では成田空港が７割弱のシェアを有し、羽田空港は６位で0.4％にとどまっていますが、2010年10月

には４本目の滑走路が完成することに合わせて国際貨物ターミナルが建設される予定になっていま

す。（図９）
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７　アジアを中心に多くの外国人旅行者が訪れる東京

(1)　減少した日本人出国者数、訪日外客数

　日本人出国者数は、2003年にSARSなどの影響を受けて落ち込んだ後回復し、2007年まで横ばい

で推移していましたが、燃油サーチャージの賦課や、景気悪化の影響もあり、2009年には1,544.6万

人と、２年連続で減少しました。一方、日本を訪れる外国人旅行者数は、2008年まで増加が続いて

いましたが、2009年は679.0万人と、世界的な景気後退や円高の影響を受けて減少に転じました。

（図１）

(2)　外国人旅行者の７割を占めるアジアからの観光客

　居住国・地域別に訪日外客数の推移をみると、韓国が訪日外客数第１位で推移していますが、

2009年には、大幅なウォン安円高が要因となり、前年比33.4％減の158.7万人と落ち込みました。訪

日外客数上位７か国の多くにおいて、2009年の訪日外客数が減少したなかで、中国は、個人観光ビ

ザ解禁の影響もあり、100.6万人と６年連続で増加しました。なお、2009年の訪日外客数の居住地域

別構成比をみると、アジアが全体の約７割と大半を占めていることがわかります。（図２）

　外国人旅行者の主な訪日目的をみると、居住国･地域によって違いがみられます。香港からの旅行

者は85.5％、台湾からの旅行者は73.6％と、大半が観光を主な目的として来日していることがわかり

ます。一方、アメリカからの旅行者は商用目的が過半数、イギリスからの旅行者も半数近くが商用目

的となっています。（図３）

(3)　赤字の国際観光収支

　日本はビジット・ジャパン・キャンペーンの実施など外客誘致に力を入れ、訪日外客数の増加を図っ

ていますが、2008年における外国人旅行者受入数は世界で第28位、アジアで第６位となっています。
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　日本の国際観光支出は、世界で第７位、アジアでは中国に次いで第２位となっている一方、国際

観光収入をみると、世界で第28位となっており、国際観光収支は大幅な赤字となっています。なお、

国際観光支出･収入ともに、世界上位10カ国をみると、欧米の国々が多く含まれています。（図４）

(4)　外国人観光客は増加したものの、全体では減少した東京の観光客数

　 東京の観光客数の推移をみると、2007年まで順調に増加していましたが、2008年は世界的な景

気後退の影響を受け、４億3,053万人と減少に転じました。なお、外国人観光客数については、東京

の場合、全国とは異なり、2008年もわずかながら増加し、533.6万人となりました。また、観光消費

額についても増加しており、2008年には４兆4,843億円となりました。（図５）

(5)　東京の宿泊客の５人に1人は外国人

　2009年における国内の外国人延べ宿泊者数について、都道府県別に比較すると、東京は637.8万人

と突出しており、第２位の大阪の３倍以上となっています。宿泊者における外国人の割合も他の道府

県に比べ高くなっており、東京の宿泊客の約５人に１人は外国人となっていることがわかります。

（図６）

(6)　お土産など物品購入費が大きいアジアからの観光客

　居住国・地域別に、外国人旅行者１人当たりの日本旅行中に消費した金額をみると、お土産などの

物品購入費は、中国、香港、台湾が全体を大幅に上回っています。一方、米国や英国では宿泊費や飲

食費が比較的大きくなっていることが特徴となっています。（図７）

(7)　東京の国際会議件数は６位

　国際会議やイベント・展示会などのMICE１は、一度に多くの外国人が訪れ、経済波及効果も大き

いことから注目されています。東京は、世界的にみても、国際会議を数多く開催しており、2008年

の開催件数は150件と、世界で第６位となっています。しかし、世界第１位のシンガポールの４分の

１以下の開催件数にとどまり、大きな差があります。（図８）

注１　MICEとは、Meeting（企業会議）、Incentive（企業の報奨旅行）、Convention（国際会議）、Exhibition（イベントや展示会）の総称
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８　求められる企業の環境配慮と環境問題がもたらす新たなビジネスチャンス
（1）　企業による環境配慮への取組

　温暖化をはじめとした地球環境問題から省エネ・リサイクルといった身近な環境問題まで、近年、

人々の環境意識が世界的に高まっており、企業経営の上で環境配慮へのシフトは不可避となってきて

います。こうしたなか、東京における温室効果ガスである二酸化炭素排出量の推移をみると、産業部門、

運輸部門では一定の排出削減を達成しているものの、民生（業務・家庭）部門は、排出抑制が進んで

いません。（図１）

　温室効果ガス削減の実施状況を企業規模別にみると、大企業では比較的取組が進んでいるものの、

中小企業ではあまり取り組まれていないことがわかります。（図２）

　東京都では、国内初のキャップアンドトレード型排出権取引制度の導入がスタートしており、都内

に立地する多くの企業が対策を求められることになります。

　環境負荷を軽減するため、事業者自らが自主的かつ積極的に環境保全に取り組む手段として、環境

マネジメントシステム（ISO14001）があります。都道府県別に環境マネジメントシステム適合組織

件数をみると、東京は全国１位のまま増加し、2008年からは３千件台で推移しています。（図３）
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（2）　拡大する環境ビジネス市場

　「環境問題」への対応は、企業にとって、リスクでもあると同時に、新たなビジネスチャンスでも

あります。環境ビジネスは、2015年度には約83.3兆円の市場規模に拡大することが予測されています。

（図４）

（3）環境技術でグローバル競争に立ち向かう企業

　環境ビジネスのうち、日本企業が得意とする環境技術に関する分野をみると、低公害車は、ハイブ

リッド自動車を中心に大きく出荷台数を伸ばしており、2008年度には2000年度の約９倍である12.1

万台が出荷されています。（図５）

　自然エネルギーである太陽電池についても、総出荷量は年々増加しています。2009年度には、拡

大している輸出に比べ、昨今低迷気味であった国内出荷量についても、政策効果や余剰電力買取制度

の開始等の影響をうけて、４年ぶりに過去最高を更新しました。（図６）

　地球規模で水需要が増大している「水ビジネス」については、部材・部品・機器製造分野から、装

置設計・組立・施工分野、事業運営・保守・管理といった水売りの分野まで、幅広く、世界の市場が

大きく成長することが見込まれているとともに、日本の水利用技術・サービスが貢献できる分野であ

るため、 水ビジネス関連企業にとって大きなビジネスチャンスとなっています。（図７）

　このように、環境問題へ対応する世界の潮流は、企業にとって大きなビジネスチャンスをもたらし

ているところですが、企業が温暖化関連ビジネスに取り組む際の経営上のボトルネックについては、

人材と回答する企業が最も多く、特に企業規模が小さくなるほど人材不足を懸念していることがわか

ります。（図８）
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９　東京に集積するクリエイティブ産業１

（1）　都区部を中心に集積・拡大するクリエイティブ産業

　消費生活に個性や文化的要素を求める傾向の強まりや、社会における情報化の急速な進展により、

アイデアや発想力を重視したクリエイティブ産業の重要性が増しつつあり、クリエイティブ産業は世

界各国で昨今注目されています。

　東京におけるクリエイティブ産業の現状をみると、ソフトウェア業、建築設計業、広告業、デザイ

ン業の産業規模が比較的大きくなっています。また、音声情報制作業、その他情報制作に附帯するサー

ビス業、出版業、映像情報制作・配給業、興行場，興行団、広告制作業は、事業所数・従業者数とも

に全国の過半数が東京に集積しています。（図１）増減率をみると、全産業に比べてクリエイティブ

系事業分野は増加率が高く、特に東京及び都区部では、全国に比べて、クリエイティブ系事業分野の

大きな成長がみられます。（図２）

　分野別にクリエイティブ産業の地域分布をみると、テレビ・ラジオ、映画・ビデオ・写真、音楽、

デザイン、建築等は港区・渋谷区に、ファッションは渋谷区に、ソフトウェアは千代田区・中央区・

港区に、アニメは杉並区・練馬区に、工芸は墨田区・台東区・江東区に集積していることがわかりま

す。（図３）

注１  クリエイティブ産業とは、個人の創造性、技術、才能に基づく産業であり、知的財産権の創出・活用を通じて富（財産）と雇用を創出しうる産業
を指す。具体的には、芸術、舞台芸術、音楽、映画・ビデオ・写真、テレビ・ラジオ、アニメ、ファッション、グラフィックデザイン、インダス
トリアルデザイン、広告、出版、工芸、ゲーム、建築、ソフトウェア等の分野が該当する。
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（2）　受託型ビジネスも多くみられるクリエイティブ産業

　分野別に年間売上高をみると、テレビ・ラジオでは６割強、広告では過半数が１億円以上と、比較

的売上規模が大きくなっています。ビジネス運営方法については、アニメでは主に元請業者等から受

託する企業が半数近く、インダストリアルデザイン、グラフィックデザイン、広告では、主に直接ク

ライアントから受託する企業が過半数となっており、これらの分野では受託型ビジネスを展開する企

業が多いことがわかります。一方、工芸、出版、音楽では、自己投資型ビジネスを展開する企業が多

くなっています。（図４）

　自社の強みをみると、インダストリアルデザイン、グラフィックデザインについては「デザイン力」、

ファッションでは「企画提案力」、広告、アニメでは「注文への対応力」、工芸では「技術・サービス・

開発力」、残りの分野では「事業実績」を自社の強みとする割合が最も高くなっています。（図５）

　知的財産の効果的な活用や国際競争力の強化が課題とされるクリエイティブ産業ですが、知財保護

の状況をみると、音楽、出版、テレビ・ラジオ、インダストリアルデザインでは過半数の企業が知財

保護をしているものの、グラフィックデザイン、ファッション、芸術では７割以上の企業が知財保護

をしていません。（図６）また海外展開状況をみると、ファッションでは３割強、インダストリアル

デザイン、芸術、アニメでは２割前後の企業が既に海外で事業を展開してますが、他の分野では海外

展開を行っていない企業が大半となっています。（図７）
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