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１　小規模事業所が支える、全国でも有数規模の東京の製造業
（１）　20年前から半減した事業所数、出荷額等
　東京の製造業の事業所数、従業者数は年々減少傾向にあります。1988年から2008年の間で事業所数、
従業者数はともに半数以下まで減少し、2008年の事業所数は４万137所、従業者数は40万4,917人となり
ました。製造品出荷額等１と付加価値額は、ともに1990年以降減少が続き、2008年の出荷額等は10兆4,819
億円、同付加価値額は３兆9,523億円となり、いずれも1990年の約半分となっています。（図１）
　従業者４人以上の事業所における出荷額等と付加価値額の増減率をみると、2009年は世界的な景気
後退の影響により、東京、全国ともに大幅に落ち込みました。東京の製造品出荷額等はマイナス21.4％、
付加価値額はマイナス19.3％と、直近10年間で、最も大きな減少率となっています。（図２）
（２）　８割を超える小規模事業所数
　従業者規模別に事業所数の構成比をみると、東京は10人未満の事業所が全体の81.4％を占め、30人未
満の事業所とあわせると95.8％と、小規模な事業所が多くなっています。一方出荷額等の構成比をみる
と、30人以上の事業所による出荷額等が72.0％と７割を超えています。全国と東京の構成比を比べてみ
ると、東京の事業所数は、全国より10人未満の事業所割合が約12ポイント高くなっています。また出荷
額等は、30人未満の事業所割合が、全国に比べて２倍以上高くなっています。（図３）
　小規模な事業所数の割合が高い東京ですが、その数は大きく減少してきています。従業者規模別に
2005年と2008年の事業所数の増減数をみると、全ての規模で減少がみられますが、最も事業所数が減少
したのは１～３人規模の事業所で、2,563所減少しました。一方、最も減少率が高かったのは４～９人の
事業所でマイナス13.4％となっています。（図４）

注１　製造品出荷額、加工賃収入額、修理料収入額、製造工程から出たくず・廃物の出荷額、その他の収入額の合計。　

図３　従業者規模別事業所数・出荷額等構成比
　　　　　　　（東京・全国､2008年）

資料　図２に同じ
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図１　事業所数・従業者数・出荷額等・付加価値額の
推移（東京）

資料　東京都「工業統計調査」

図２　出荷額等・付加価値額増減率の推移（東京・全国）

注　　従業者４人以上。2007年の全国の出荷額と付加価値額は、調査項目の変更
により前年の数値と連続しないため公表していない。

資料　東京都、経済産業省「工業統計調査」

図４　従業者規模別事業所数増減数、増減率
　　　　　　 （東京、2008／2005年）

資料　図１に同じ
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（３）　事業所数・従業者数ともに最も多い印刷・同関連業　
　政治・経済・文化の中心である東京には様々な需要があり、製造業も多種多様な業種が営まれていま
す。そのなかでも特に、印刷・同関連業の事業所数、従業者数は最も大きな割合を占めており、東京の製
造業の大きな特色となっています。金属製品、生産用機械についても、事業所数、従業者数ともに多く、
印刷・同関連業とこれらをあわせた構成比は、事業所数、従業者数ともに全体の３分の１以上を占めて
います。一方、輸送用機械は事業所数に比べ従業者数の割合が大きく、大規模な事業所が多いことがう
かがえます。（図５）
（４）　全国有数の規模にあるものの、縮小傾向にある東京の製造業
　東京の製造業は、事業所数が全国で２番目、従業者数が６番目、出荷額等が10番目と、全国的に大きな
規模にあります。他の府県と比べると、従業者数に対して事業所数が多く、東京は比較的小規模な事業
所が多いことが特徴となっています。全国で出荷額等が最も多いのは、愛知の46,6兆円で、東京の４倍
を超える大きさとなっています。（図６）
　2008年の出荷額等が全国上位10位までの都府県による2003年と2008年の事業所数、出荷額等の増減
率をみると、事業所数においては、東京の減少率が最も高く、マイナス19.0％となっています。また、出
荷額等においては、東京のみが減少し、他府県では増加しており、特に三重では50.2％の増加がみられ
ます。（図７）
（５）　現在も全国の４割強の事業所数・出荷額等を占める三大工業地帯
　東京、神奈川、埼玉を含む京浜工業地帯、愛知、岐阜、三重を含む中京工業地帯、大阪、兵庫、和歌山を含
む阪神工業地帯は、古くから日本の製造業の中心として栄えてきた工業地帯です。これら三大工業地帯
の1998年と2008年の事業所数をみると、いずれの工業地帯も大幅に減少しており、三大工業地帯全体で
は10万５千所が減少しています。しかし、各工業地帯の全国における構成比は、10年経過してもほぼ変
わらず、京浜工業地帯が２割弱、中京工業地帯、阪神工業地帯が各１割以上を占めています。出荷額等を
みると、三大工業地帯の合計は1998年から4.6兆円増加しました。内訳をみると、中京工業地帯、阪神工
業地帯で出荷額等は増加しており、京浜工業地帯では減少しています。（図８）

図７　都道府県別事業所数・出荷額等増減率
　　　 　　　（全国、2008／2003年）

注　　2008年の出荷額等上位10位までを左から順に掲載。
資料　図２に同じ
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図５　中分類別事業所数・従業者数構成比
　　　　　　　（東京、2008年）

注　　項目は構成比５％以上の分類。
資料　図１に同じ

図６　都道府県別事業所数、従業者数、出荷額等
　　　　　　　　　（全国、2008年）

注　　バブルサイズは出荷額等で単位は兆円。出荷額等上位10位。
資料　図２に同じ

図８　工業地帯別事業所数、出荷額等（全国、1998･2008年）

注　　京浜工業地帯は東京、神奈川、埼玉を、中京工業地帯は愛知、岐阜、三重を、阪
神工業地帯は大阪、兵庫、和歌山の値を合計したもの。括弧内は全国における
構成比で単位は％。

資料　経済産業省「工業統計調査」
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２　地域ごとに特色がみられる製造業
（１）　東京の製造業が集積している大田区
　地域別に事業所数をみると、区部が84.4％と大きな割合を占めており、区部に集中していることがわ
かります。その内訳をみると、大田区が最も多く10.9％、続いて墨田区が8.4％となっています。従業者数
をみると、事業所数は15.6％であった多摩・島しょの割合が、37.4％と多くなっています。区市町村別で
は、従業者数でも大田区が8.8％と最も割合が高く、大田区は東京の製造業の大きな集積地となっていま
す。一方、出荷額等は多摩・島しょの割合が53.3％を占め、日野市が8.9％、府中市が8.6％と、大規模な工場
が立地している市の割合が高くなっています。付加価値額は区部が53.2％、多摩・島しょが46.8％と区部
の割合がやや高くなっていますが、最も高い割合を占めるのは日野市の10.6％となっています。（図１）
（２）　城東地域に多い事業所数、多摩地域で高い出荷額等
　東京を８つの地域に分け、製造業の規模をみてみると事業所数では城東が約１万９千所と、東京の
事業所のおよそ半数が立地しており、城南や多摩の約３倍となっています。一方、従業者数では多摩
が約15万１千人と最も多く、続いて城東が約11万６千人となっています。また、多摩は出荷額等が約
５兆６千億円と、２番目に多い城東の約2.9倍、付加価値額が約１兆９千億円と、同じく２番目に多い城
東の約2.1倍の規模となっています。（図２）

図２　地域別事業所数、従業者数、出荷額等、付加価値額（東京、2008年）

資料　図１に同じ

第１章　製造業

図１　区市町村別事業所数・従業者数・出荷額等・付加価値額構成比（東京、2008年）

資料　東京都「工業統計調査」
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　商業地区、工業地区、住宅地などを合わせた宅地面積の、１ヘクタールあたりの事業所数、従業者数
をみると、事業所数では台東区が最も多く、１ヘクタール当たり5.0所、従業者数では墨田区が最も多く、
１ヘクタール当たり29.2人となっています。墨田区、台東区、荒川区は城東地域に属しており、城東が可
住地面積あたりでも製造業の集積地であることがうかがえます。（図３）
（３）　一部の市・村で増加がみられる事業所数・出荷額等　
　東京全体では減少傾向にある事業所数と出荷額等ですが、区市町村ごとに2005年と2008年の増減率
をみると事業所数、出荷額等ともに増加している市や村がみられます。多摩市は事業所数が28.2％、出
荷額等が40.4％と大きく増加しています。町田市、立川市、東久留米市、国立市、武蔵村山市、檜原村は事
業所数、出荷額等がともに増加しており、特に出荷額等は町田市が45.3％、立川市が39.7％増加していま
す。東京で最も事業所数の多い大田区は出荷額等はわずかに増加しましたが、事業所数は8.7％減少し
ています。（図４）
（４）　業種別でも存在感の大きい城東地域
　中分類別に地域別の事業所数をみると、各業種がどの地域に集積しているかがわかります。皮革・同
製品は９割以上、ゴム製品は８割以上、繊維工業、紙・紙加工品、木材・木製品は６割以上の事業所が、城
東に集積しています。また、家具・装備品、プラスチック、金属製品、窯業・土石、鉄鋼業、その他の製造業
も約半数が城東にあります。はん用機械、生産用機械、非鉄金属は城東、城南に多く、食料品、業務用機械、
電気機械、輸送用機械は、城東、城南、多摩の三つの地域に多くなっています。東京で最も事業所数の多
い、印刷・同関連業は、城東で最も多いものの、副都心や都心、城北にも多くなっています。一方、飲料・飼
料等、電子デバイス、情報通信機械は多摩に最も集積しています。（図５）

第２節　地域ごとに特色がみられる製造業
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図３　区市別可住地面積１ha当たり事業所数、
　　　従業者数（東京、2008年）

注　　可住地面積は商業地区、工業地区、住宅地などを合わせた宅地面積で
2010年の値。郡部、島しょを除く。

資料　東京都「工業統計調査」、「統計年鑑」

図５　地域別 ・ 中分類別事業所数（東京、2008年）

注      島しょを除く。
資料　図１に同じ

図４　区市町村別事業所数・出荷額等増減率
　　　　　　（東京、2008／2005年）

注      島しょを除く。
資料　図１に同じ
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（５）　各地域で製造される多種多様な製品
　地域ごとに、中分類別の事業所数、出荷額等の構成比をみると、各地域ごとの製造業の特色がわかり
ます。
　都心は、事業所数で６割以上、出荷額等で７割以上を印刷・同関連業が占めており、他の業種は１割以
下と低い割合となっています。
　副都心は、都心と同じように、事業所数、出荷額等に占める印刷・同関連業の割合が高くなっており、
都心、副都心は印刷・同関連業が製造業の中心となっています。
　城東は、金属製品と印刷・同関連業が、事業所数、出荷額等ともに高く、また皮革・同製品の割合が他の
地域に比べて多くなっていることが特徴です。
　城西は、印刷・同関連業が事業所数、出荷額等ともに最も高く、他にも事業所数では繊維工業、出荷額
等では食料品の割合が１割を超えています。
　城南は、生産用機械や金属製品が事業所数で約２割の割合を占め、出荷額等も１割を超えています。
　城北は、印刷・同関連業の割合が事業所数で３割弱、出荷額等で５割弱と高く、また事業所数は金属製
品が、出荷額等は計量器や分析機器などの業務用機械が１割を超えています。
　多摩は出荷額等に大きな特徴がみられ、他の地域に比べ、輸送用機械や情報通信機械の割合が高く
なっています。また電子・デバイスの事業所数、出荷額等割合が高いことも特色となっています。
　島しょは農業や水産業が主な産業となっており、製造業の分野でも食料品や飲料・飼料等の割合が大
きく、この２業種で事業所数、出荷額等ともに６割以上を占めています。また窯業・土石の割合が高いこ
とも特徴となっています。（図６）

図６　地域別・中分類別事業所数・出荷額等構成比（東京、2008年）

注　　地域について、区部は各区の合計、多摩は市部計と郡部計を合計しているので、各々秘匿がある業種は「その他」に含む。
　　　ただし、多摩の輸送用機械工業は市部計と瑞穂町の値の合計による。
資料　図１に同じ

第１章　製造業
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３　多様性に富む東京の製造業
（１）　それぞれの特色がみられる１都３県の出荷額等構成比
　中分類別に出荷額等の構成比を、東京、千葉、神奈川、埼玉の１都３県で比べてみると、東京は多くの
業種から構成されており、多様性に富んでいることがうかがえます。東京の出荷額等は10.5兆円で、印
刷・同関連業、輸送用機械、情報通信機械が10％を超えています。千葉は15.5兆円で、石油製品・石炭製品、
化学工業のほかに、鉄鋼業も高い割合を占めており、重工業が盛んとなっています。神奈川は、１都３県
で最も出荷額等が大きく、19.6兆円となっており、輸送用機械の割合が最も大きく、化学工業や石油製
品・石炭製品、鉄鋼業などの重工業もみられます。埼玉は14.8兆円で、神奈川同様、上位を輸送用機械、化
学工業が占めています。一方食料品の割合が10.1％と、他の都県と比べて割合が大きく、また印刷・同関
連業は東京の次に高い割合となっています。（図１）
（２）　出荷額等全国比が最も高い東京のハンドバッグ製造業
　出荷額等の全国比を細分類別にみると、ハンドバッグ製造業が47.9％と、東京が約半数を占めていま
す。印刷物加工業、製本業の４割以上、ハンドバッグを除く袋物製造業、革製履物製造業、製版業、貴金
属・宝石製を除く装身具・装飾品製造業の３割以上が東京から出荷されています。また出荷額等20位以
内に、紙に対するオフセット印刷業やニット製アウターシャツ類製造業なども含まれており、東京は印
刷物やファッション関連の製造業が盛んなことがわかります。また、理化学機械器具製造業や電気計
測器製造業なども全国比で１割以上を占めるなど、精密機械器具関連の製造業も盛んとなっています。
（図２）

第２節　地域ごとに特色がみられる製造業／第３節　多様性に富む東京の製造業
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図１　中分類別出荷額等構成比（１都３県、2008年）

注　　秘匿は除く。
資料　経済産業省「工業統計調査」

図２　細分類別製造品出荷額等全国比、出荷額等（東京、2008年）

注　　事業所数100所以上、出荷額等100億円以上、出荷額等全国比上位20位までを掲載。分類名下（）内は事業所数。
資料　東京都、経済産業省「工業統計調査」
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（２）　東京に集積する印刷・同関連業、なめし革・同製品・毛皮製造業
　中分類別に、事業所数の全国比をみると、なめし革・同製品・毛皮製造業が最も高く36.2％、続いて印
刷・同関連業が23.5％となっています。この二つの業種は、出荷額等も全国比が２割以上に及び、東京が
一大集積地となっています。（図３）
　東京の製造業のなかでも事業所数、出荷額等ともに最も大きな割合を占めている印刷・同関連業です
が、従業者規模別にみると、９人以下の事業所が全体の約８割にのぼります。また、小分類別に事業所数
の構成比をみると、オフセット印刷業が約半数と最も多く、製本業、印刷物加工業と続いています。（図
４）
　小分類別に印刷・同関連業の2005年と2008年の事業所数の変化をみると、全ての業種で減少していま
す。最も減少数が大きいのは印刷業の530所ですが、減少率では製版業が最も大きく、マイナス23.9％と
なっています。（図５）
　印刷・同関連業の出荷額等全国比が最も高いのは東京ですが、その割合は年々低下しており、2008年
には22.9％まで落ち込みました。また全国の出荷額等は2000年からの８年間で約15％減少しましたが、
東京は約28％減少しています。（図６）
　印刷・同関連業と同様に、全国比が最も高いなめし革・同製品・毛皮製造業を、従業者規模別にみると、
1～３人の事業所が約７割を占め、特に小規模性が高い業種となっています。細分類別にみると、ハンド
バッグ製造業が約２割と最も高く、続いて革製履物製造業、ハンドバッグを除く袋物製造業が多くなっ
ています。また全国比をみると、10分類中６分類が３割を超える高い割合となっています。（図７、図８）

図３　中分類別事業所数・出荷額等全国比
　　　　　　　（東京、2008年）

注　　事業所数全国比が全国1位の業種。
資料　図１に同じ

図５　小分類別印刷・同関連事業所数増減数、 
増減率（東京、2008／2005年）

資料　図４に同じ

図７　従業者規模別、細分類別なめし革・同製品・ 
　　　毛皮製造業事業所数構成比（東京、2008年）

注　　事業所数1,981所。
資料　図４に同じ

図４　従業者規模別・小分類別印刷・同関連業事業所数
構成比（東京、2008年）

注　　オフセット印刷業、オフセット印刷業以外の印刷業は紙に対するもの。
事業所数は6,984所。

資料　東京都「工業統計調査」

図６　印刷・同関連業出荷額等・全国比の推移
　　　　　　　　（東京、2008年）

資料　図２に同じ

図８　細分類別なめし革・同製品・毛皮製造業事業所数
全国比（東京、2008年）

資料　図２に同じ
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（３）　1,500所を超える建設用・建築用金属製品製造業の事業所数
　東京で印刷・同関連業の次に事業所数の多い金属製品製造業について、小分類別に事業所数をみると、
「建設用・建築用金属製品製造業」が1,580所と最も多く、ほうろう鉄器を除く「金属被履・彫刻業,熱処理
業」と、金属プレス製品製造業などを含む「金属素形材製品製造業」が1,000所を超えています。2005年と
2008年を比べた事業所数の増減率は、金属製スプリング製造業などを含む「その他の金属製品製造業」
が2.9％増加したのを除き、全て減少しています。（図９）
　品目別に金属製品の事業所数の全国比をみると、鋼板せん断用刃物や合板・木材加工機械用刃物以外
の、その他の機械刃物が28.7％、金属彫刻品が26.7％、金属板ネームプレートが26.6％、他に分類されな
い金物類が22.2％と２割を超えています。出荷額等で２割以上を占めるのは、金属彫刻品のみで21.3％
となっています。（図10）
（４）　出荷額等が最も高い半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置製造業
　生産用機械器具製造業の事業所数を小分類別にみると、金型や金型の部分品・付属品製造業を含む、
その他の生産用機械・同部分品製造業が1,388所、金属加工機械製造業が1,254所と多くなっています。出
荷額等をみると、事業所数では322所の半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置製造業が、大規模
な工場があることなどから、1,271億円と最も高くなっています。地域別にみると、事業所は大田区をは
じめ、江戸川区、葛飾区など区部に集積していますが、出荷額等では大田区の次に八王子市が続き、武蔵
村山市や青梅市が上位10位に入るなど、市部の割合も多く、市部で生産用機械の製造業が盛んなことが
考えられます。（図11）
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図９　小分類別金属製品事業所数、事業所数増減率
　　　　　　　（東京、2008／2005年）

注　　事業所数は2008年の値。
資料　図４に同じ

図11　小分類別生産用機械事業所数・出荷額等、地域別生産用機械事業所数・出荷額等構成比（東京、2008年）

資料　図４に同じ

図10　品目別金属製品事業所数・出荷額等全国比
　　　　　　　　　（東京、2008年）

注　   事業所数全国比が10%以上かつ出荷額等全国比が５％以上のもの。
資料　図２に同じ
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４　広がる海外進出を視野に入れた経営
（１）　企業規模で異なる研究実施割合
　研究を行っている製造業の企業は約１万３千所あり、製造業全体の9.2％となっています。また製造
業のなかで資本金規模別に研究実施企業数をみると、資本金1,000万円～１億円未満の企業では、研究
を行っている企業数が最も多いものの、その割合は約6.3％と最も低くなっています。一方、資本金100
億円以上の企業では９割以上の企業が研究を行っています。（図１）
　資本金１億円以上の企業等で使用した研究費のうち、情報通信、ライフサイエンスなど７項目の特定
目的別研究費の推移をみると、2009年度は宇宙開発、海洋開発がわずかに増加したものの、それ以外の
分野は減少しています。（図２）
（２）　横ばい傾向の現地法人企業数
　近年海外に法人を設立し、事業移転や拡大を行う企業が増えてきました。2001年度からの現地法人企
業数をみると、2007年度までは増加していましたが、2008年度以降はほぼ横ばいで推移しています。ま
た、同じく増加傾向にあった現地法人企業の経常利益、設備投資額は景気悪化の影響を受け、2008年度
に大きく減少しています。（図３）
　海外と取引をしている中小企業の割合（対象の企業は図４.注のとおり）をみると、精密機械器具製
造業では半分の企業が海外と取引を行っています。（図４）

図１　資本金規模別研究実施製造業企業数、研究実施
企業割合（全国、2009年）

注　　全企業等に対する割合は、資本金ごとの製造業企業等総数に対する
研究を行っている企業等数の割合である。

資料　総務省「科学技術研究調査」

図３　現地法人企業数・経常利益・設備投資額の推移
　　　　　　　　　（全国、2008年度）

注　　製造業のみの推移。
資料　経済産業省「海外事業活動基本調査」

図５　特許出願件数・PCT出願件数の推移（全国）

資料　特許庁「特許行政年次報告書」

図２　特定目的別研究費の推移（全国）

注　　特定目的別研究費は資本金1億円以上の企業等、非営利団体・
公的機関及び大学等が社内（内部）で使用した研究費のうち上
記７分野に使用した研究費をさす。

資料　図１に同じ

図４　業種別中小企業海外取引の実施割合
　　　　　　　（東京、2010年）

注　    （財）東京都中小企業振興公社が公社登録企業に対し実施した調査。
資料　 （財）東京都中小企業振興公社「取引状況実態調査報告書」

図６　出願先別・出願人居住国別特許出願件数
　　　　　　　　　（世界、2008年）

注　　出願先国は特許出願国・地域の一部。
資料　図５に同じ
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第４節　広がる海外進出を視野に入れた経営／第５節　各地で受継がれる伝統工芸
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（３）　世界的に多い日本の特許出願件数
　日本の特許出願件数は減少傾向にありますが、特許協力条約を締結した国内で通用し、国際出願日を
ひとつの出願で確保できる国際特許出願（PCT出願）の出願件数は年々増加しており、経済のグローバ
ル化を背景に海外進出を重視する企業が多くなっていることがうかがえます。（図５）
　国別に特許出願件数をみると、日本は本国への出願件数が最も多くなっています。また、他の出願先
をみるとアメリカ、中国、欧州特許と様々な国等へ出願しています。（図６）
５　各地で受継がれる伝統工芸
　研究開発や技術開発が進む一方で、東京には各地域で時代を超えて受け継がれた伝統工芸品が数多
くあり、現在東京都伝統工芸品に41品目が指定されています。台東区は27品目の主な生産地となってお
り、伝統工芸が盛んな区となっています。（図１）

注　　それぞれの伝統工芸品の主な産地上位３位までについて示したもの。
資料　東京都「東京の伝統工芸品」

図１　地域別伝統工芸品目（東京、2009年）

　発祥地がインドといわれている更紗は、カラフルでエキゾチックな紋様が特徴です。江戸時代に広がった江戸更紗も、異
国情緒を漂わせながら、江戸という風土と江戸職人の巧みな技で独自の発展をしてきました。江戸更紗はひとつの紋様を
30枚以上の型紙に分けて彫り、刷り上げ、染色していく技法が大きな特徴です。こうして染め上げられた布地は、奥行きが
あり、存在感のある仕上がりとなります。
　F社の４代目にあたる現社長は、旅行会社で働いていました。仕事で幾度か中近東を訪れ現地の美術品等に触れるうちに、
家業の江戸更紗が、遠い異国の地で発祥して長い年月を経て日本に届き、今に受けつがれていることに心を動かされ、家業
を継ぐ決心をされたといいます。
　着物文化が衰退するなかでの経営は苦しいものでしたが、販路を絞り込むことで経営が好転し、現在は染物の中心である
着物、江戸更紗を施したインテリアや小物などのライフグッズ、染物の体験教室の3つに絞り展開されています。
　従来より、染物のすばらしさをより多くの人々に知ってもらいたいと考えていた社長は、江戸更紗を反物だけでなく、身
近な日用品に応用できないかと思案していました。そして家具などのインテリア製品やアクセサリー、雑貨などを製造する
方々との出会いを通して、その思いは形となって実現していきました。伝統ある染色を施したこれらの粋なライフグッズは、
老若男女を問わず、また国の内外で広く受け入れられています。
　また、染物の体験教室は、５年経ってもやめる生徒さんが出ないほどの人気ぶりで、生徒さんが染物をつくりあげること
の喜びを体験できるだけでなく、職人の先生方も染色することのすばらしさや、自らの技術を伝えられる貴重な場となって
いるということです。
　社長は地元の染色仲間と染色の街をアピールする企画や、新進デザイナーとのコラボレーションなども進めており、柔軟
な発想でこれからも新しい分野へチャレンジしていきたいとのことです。

【コラム】～クリエイティブな発想で大きく展開する伝統工芸～「江戸更紗」の工房F社をたずねて
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