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第Ⅰ部
東京経済の概況
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１　概況
（１）　低迷が続く日本経済
　2010年の日本経済は、実質GDP（年率換算、前期比）が第１四半期及び第３四半期にプラスになるなど、
改善の動きがみられましたが、第４四半期には個人消費の落ち込み等によりマイナスに転じました。ま
た、東日本大震災のあった2011年第１四半期はマイナス幅が拡大しています。（図１）　潜在的な生産力
と現実のGDPとの差を示すGDPギャップの推移をみると、2011年第１四半期においてもマイナス3.8％
となっており、縮小傾向にあるものの依然として需要不足が続いていることがわかります。（図２）　ま
た前年に大幅に落ち込んだ輸出は、2005年を上回り、1950年以降４番目となる67.4兆円にまで回復しま
した。なお、東日本大震災後の2011年４月の輸出は、前年同期比で大幅に落ち込んでいます。（図３） 　
株価については、１万円台でスタートした2010年の株価（月末終値）は低迷し、年後半は１万円割れが続
きました。なお、2010年末には１万円台を回復したものの、東日本大震災があった2011年３月には１万
円を再び割り込み、2011年５月末現在9,000円台半ばとなっています。（図４）　また、2010年初頭には90
円前後で推移していた円相場は、年末には80円近くまで円高が進み、2011年５月末現在も80円前後で推
移しています。（図５）
（２）　企業規模によって差がみられる改善のテンポ
　2010年の法人企業の経常利益は、全体では2009年後半からの回復基調が続き、第４四半期には13.2兆
円、さらに2011年第１四半期には13.4兆円まで回復しました。（図６）　しかし、規模別にみると、その回
復度合いには大きな差があります。例えば資本金10億円以上の規模と１千万～５千万円未満の規模を

図３　輸出額・輸入額の推移（全国）

資料　財務省「貿易統計」
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図１　四半期別GDP（年率換算、前期比）
の推移（全国）

注　   2010年１～３月期の２次速報値、季節調整値。
資料　内閣府「国民経済計算」

図２　GDPギャップの推移（全国）

資料　内閣府資料

図４　日経平均株価の推移（全国）

注　 　2002年１月から2011年５月までの各月末終値。
資料　©日本経済新聞社

図５　外国為替市場の円相場の推移（全国）

注　　１ドル当たり。2002年１月から2011年５月までの各月末終値。
資料　日本銀行資料
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比較すると、ともに2010年中は回復傾向を示しているものの、2011年第１四半期の経常利益（４四半期
の後方移動平均）はそれぞれ6.7兆円、2.6兆円であり、リーマンショック後に最も低下した2009年第３四
半期と比べてそれぞれ153％増、65％増となっています。（図７）　
（３）　震災で冷え込む東京の中小企業の業況
　東京の経済成長率をみると、2010年度は前年のマイナスからプラスに転じる予測です。（図８）  また、
2010年の中小企業の業況DIは１月のマイナス49から12月のマイナス36へと悪いながらも改善傾向に
ありました。しかし、東日本大震災後の2011年４月には、マイナス57にまで悪化しました。（図９）
（４）　厳しさ続く雇用
　2009年に急速に悪化した雇用環境は、2010年も十分な改善がみられませんでした。日銀短観の雇用人
員判断（企業の雇用に関する過不足感）をみると、2009年にすべての企業規模で人員が不足から大幅に
過剰となった後、2010年を通じて改善したものの、2011年３月でも過剰とする判断が続いています。（図
10）
（５）　訪日外客数の増減
　2007年、2008年ともに835万人で推移していた訪日外客数は、2009年には679万人にまで落ち込みまし
たが、2010年は増加に転じ、過去最高の861万人に達しました。しかし、東日本大震災後の2011年３月は
対前年同月比でマイナス50.3％、４月はマイナス62.5％と激減しました。（図11）

図10　　企業規模別雇用人員DIの推移（全国）

注　　図９に同じ。
資料　日本銀行「短観」
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図８　経済成長率（実質：連鎖方式）の推移（東京）

注　　国の2004～2008年度は「平成20年度国民経済計算確報
        （支出系列）」、2009年度は「四半期別GDP速報」による値。
資料　東京都「都内経済成長率の予測」

図６　法人企業経常利益の推移（全国）

注　　季節調整値。
資料　財務省「法人企業統計調査」

図９　中小企業の業況DIの推移（東京）

注　　色の付いている部分は景気後退期。
資料　東京都「中小企業の景況」

図７　資本金規模別法人企業経常利益の推移（全国）

注　　原数値の４四半期後方移動平均。
資料　図６に同じ

図11　訪日外客数・出国日本人数の推移（全国）

注　　2011年４月の値は推計値。
資料　日本政府観光局「訪日外客数・出国日本人数」
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２　弱い動きの個人消費、低迷した消費者物価
（１）　百貨店、スーパー販売額をはじめとして不振が続く個人消費
　消費者の意識をあらわす消費者態度指数をみると、2008年後半からの悪化と、2009年中の改善を経て、
2009年末頃には、円高や株価下落などにより再び落ち込み傾向にあり、2010年１月には40.1にまで低下
していました。その後、2010年前半は、薄型テレビの需要増加等を背景とした「耐久消費財の買い時判
断」の指標の持ち直しや、「雇用環境」の指標の改善が見られ、消費者態度指数は５月には指数45.4まで
上昇を続けました。しかし、2010年後半は、海外経済減速や円高進行による景気減速懸念の高まりなど
により、12月の指数は42.1にまで低下しました。さらに東日本大震災発生後の2011年４月には32.7にま
で急激に落ち込みました。（図１）
　こうした消費者意識等を背景として、2010年の東京都区部の百貨店、スーパーの販売額は低迷しまし
た。2009年の販売額を上回ったのは、百貨店で10月、11月、スーパーで10月のみで、それ以外の月は前年
同月比で減少しました。一方、コンビニエンスストアは、2010年11月以降は前年同月比で増加が続いて
います。なお、東日本大震災があった2011年３月には百貨店の販売額は前年同月比で21.8％減と急激に
落ち込む一方、コンビニエンスストアの販売額は同プラス12.2％と大幅な増加を示しましたが、４月は
前月に比べ落ち着いた動きを示しています。（図２）
　乗用車登録台数は、2010年８月までは前年同月を上回って推移しましたが、エコカー補助金の受付終
了（事業用は８月、自家用は９月）後は大幅に減少し、東日本大震災が発生した2011年３月及び発生後の
2011年４月には対前年同月比で再び大幅に減少しました。（図３）
　2009年５月以降に購入した省エネ家電等を対象とした、家電エコポイント制度により、対象となる家
電の2010年の出荷台数は大幅に増加しました。地上デジタルテレビは、地上アナログ放送終了を2011年
７月に控えていたこともあり、前年比で85.5％増、ルームエアコンは猛暑効果もあり前年比で14.2％増、
冷蔵庫も前年比で12.6％増となりました。2011年１月以降は、家電エコポイント制度の対象製品の縮小
や震災の影響もあり、前年同月比で減少又は増加幅が縮小しました。（図４）

第１章　2010年 東京経済の主な動き

図１　消費者態度指数の推移（東京）

注　　一般世帯、原数値。今後半年間の見通しの５段階評価での回答を
点数化。50が指数の善し悪しの判断目安となっている。
値は消費者態度指数の値。

資料　内閣府「消費動向調査」

図３　乗用車登録台数の推移（東京）

資料　関東経済産業局資料

図２　大型小売店・コンビニエンスストア販売額の前年
比・前年同月比の推移（東京都区部・広域関東圏）

注　　百貨店、スーパーは既存店。コンビニエンスストアは全店。
広域関東圏は、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、
長野、静岡の１都10県。

資料　経済産業省「商業販売統計」

図４　家電製品出荷台数前年比・前年同月比の推移
　　（全国）

資料　（社）電子情報技術産業協会、（社）日本電機工業会
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（２）　素原材料が上昇する企業物価、低迷した消費者物価
　国内企業物価指数（企業間で取引される財の物価の変動を表す指数）は、資源価格の高騰による2008
年の上昇と、世界的な景気後退を背景とする2009年の下落を経て、2010年は前年比0.2％下落の102.8と
２年連続で前年比マイナスとなりました。下落率は、過去最大だった2009年（前年の108.7から103.0へと
前年比で5.2％下落）に比べると、大幅に縮小しています。これは、新興国の需要増加などを背景とした
原油などの価格の上昇に伴い、石油・石炭製品や非鉄金属などの価格が上昇し、それにより、情報通信機
器や電機機器などの製品価格の下落の影響が一定程度相殺されたためです。なお、素原材料の価格が大
幅に上昇する一方、中間財はほぼ横ばい、最終財はむしろ前年より低下しており、素原材料の価格の上
昇が最終財の価格に波及していないことがわかります。（図５）
　2010年の企業向けサービス価格指数（企業間で取引されるサービスの価格変動を表す指数）は、前年
比1.3％下落の97.1と、1985年の統計開始以降で最低水準となりました。前年比マイナスは２年連続で、
下落率は、過去最大となった2009年（下落率マイナス2.7％）に比べると縮小しましたが、企業向けサー
ビスの価格が依然として低迷していることがわかります。類別にみると、不動産、リース・レンタルなど
の下落率が大きい一方、運輸は国際航空貨物輸送や外航貨物輸送などの上昇により、前年の下落から上
昇に転じました。（図６）
　東京都区部の消費者物価指数は、４月実施の高校授業料無償化や家具・家事用品の下落等により、値
動きの大きい生鮮食品の影響を受けない「生鮮食品を除く総合指数」が前年比1.2％減の98.8、原油価格
の影響を受けない「食料（酒類を除く）及びエネルギーを除く総合指数」が前年比1.1％減の97.7となりま
した。ただし、10月のたばこ増税実施による諸雑費の上昇などにより、年後半には対前年同月比の下落
率の縮小が見られました。なお、2011年4月には、授業料無償化後１年経過による前年同月比への影響終
了や、エネルギー価格の高騰に加え、東日本大震災に伴う品不足の影響もあり、「生鮮食品を除く総合指
数」は東京都区部が99.0と２年１ヶ月ぶりに、全国は99.8と２年４ヶ月ぶりにそれぞれ前年同月比でプ
ラスになりました。（図７、図８）
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図５　需要段階別国内企業物価指数の推移（全国）

資料　日本銀行「国内企業物価指数」

図７　消費者物価指数の推移（都区部・全国）

資料　総務省「消費者物価指数」

図６　企業向けサービス価格指数前年比・類別
寄与度の推移（全国）

注　　棒グラフは寄与度。2005年のウェイト。指数は2005年平均=100。
資料　日本銀行「企業向けサービス価格指数」

図８　費目別消費者物価指数の推移（都区部）

資料　図７に同じ
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３　低迷が続く生産、設備投資額
（１）　大きく落ち込んだ生産指数
　2008年から減少し始めた全国と東京における生産指数は、2009年に最も落ち込み、2010年はやや回復
しました。月別にみると、東京の生産指数は2010年５月に78.4まで低下し、その後一進一退で推移して
いましたが、東日本大震災によるサプライチェーンの寸断により、2011年３月に大きく落ち込みました。
全国の生産指数は東京より高い値のまま、緩やかに増減しながら推移していましたが、震災の影響で東
京と同様に大きく落ち込みました。（図１）
　業種別に、東京の生産指数の推移をみると、2010年は電子部品・デバイスを除き、上昇に転じました。
しかし、いずれも2005年平均を下回っています。震災以降に落ち込んだ生産指数ですが、業種別にみる
と、自動車などの輸送機械や電子部品・デバイスが大幅に落ち込む一方で、電気機械などは４月に上昇
しており、業種により差がみられます。（図２）
（２）　伸び悩む機械受注額、外需が牽引する工作機械受注額
　企業の設備投資状況を把握するための一つの目安となる機械受注額をみると、近年は減少が続いて
いましたが、2010年はやや増加しました。月別では、2010年８月に7.9千億円となったものの、それ以外
は６千億円台後半から７千億円台前半で推移し、2011年４月は7.1千億円となりました。前年同月比を
みると、製造業、非製造業ともに伸び悩んでいることがうかがえます。（図３）
　機械受注のなかでも、機械部品を作り出す工作機械の受注額は、2009年の大幅な減少から急回復し、
2010年は9,786億円となりました。受注総額に占める外需の割合は約７割となり、外需の牽引による受
注額の回復が浮き彫りとなっています。月別に前年同月比をみると、円高や海外経済の減速により、外
需の増加率は縮小したものの、2011年になっても外需、内需ともにプラスが続きました。（図４）

第１章　2010年 東京経済の主な動き

図１　生産・在庫・出荷指数の推移（東京・全国）

注　　年は原指数、月々の数値は季節調整済指数。東京の4月は速報値。
年の在庫指数は各年12月の値。

資料　東京都「工業指数」、経済産業省「鉱工業指数」

図２　業種別生産指数の推移（東京）

注      年は原指数、月々の数値は季節調整済指数。東京の4月は速報値。
資料　東京都「工業指数」

図３　機械受注額・前年比・前年同月比の推移（全国）

注　　船舶・電力を除く民需。
資料　内閣府「機械受注統計調査報告」

図４　工作機械受注額・前年比・前年同月比の推移（全国）

資料　（社）日本工作機械工業会「工作機械統計」
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（３）　持ち直しが見込まれる設備投資額
　東京の2010年度計画の設備投資額は、産業全体で２兆9,727億円となり、非製造業が91.0％と高い割合
となっています。内訳をみると、運輸、不動産、通信・情報がそれぞれ２割以上を占め、この３業種で全体
の７割を占めています。製造業で最も割合が高いのは電気機械ですが、その割合は全体の2.0％とわず
かになっています。一方全国をみると、非製造業が62.7％、製造業が37.3％と、東京に比べて製造業の割
合が大きくなっています。全国では通信・情報、電力、運輸がそれぞれ１割を超え、製造業は輸送用機械、
電気機械が最も高く、ともに7.6％となっています。（図５）
　設備投資額の対前年度増減率の推移をみると、東京は2008年度に15.2％減と急激に減少しました。し
かし2009年度には減少幅が5.3％減まで縮小し、2010年度計画では5.2％増まで回復する見通しとなって
います。一方、全国は2008年度から２年連続で減少しており、2009年度は17.4％減まで落ち込みましたが、
2010年度計画では東京を上回る6.0％増まで回復する計画となっています。（図６）
　東京における2010年度設備投資計画の対前年度増減率を業種別にみると、製造業全体では15.3％増、
非製造業全体では4.3％増といずれも増加する計画となっています。特に電気機械、その他製造業、リー
スは50％以上の高い増加率となっています。一方で鉄鋼は39.4％減と最も減少率が高く、それ以外にも
食品、運輸、ガスなどが減少する計画となっています。（図７）
　東京の中小企業の設備投資実施割合の推移をみると、中小企業全体では2007年の第４四半期から９
期連続で減少し、その後横ばいで推移しました。産業別では、製造業で大きく落ち込みましたが、中小企
業全体と同様に2010年以降はほぼ横ばいとなっています。（図８）

第３節　低迷が続く生産、設備投資額
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図５　業種別設備投資額構成比（東京・全国、2010年度計画）

注　   農業、林業、金融保険業、医療業等を除く全業種で、原則として
資本金１億円以上の民間法人企業。

資料　（株）日本政策投資銀行「首都圏設備投資計画調査」

図６　設備投資額対前年度増減率の推移
　　　　　　　　（東京・全国）

注、資料　図５に同じ

図７　設備投資額の業種別増減率
（東京、2010年度計画／2009年度）

注　　農業、林業、金融保険業、医療業等を除く全業種で、原則として資
本金１億円以上の民間法人企業。製造業、非製造業、各設備投資
額上位6位までを掲載。

資料　図５に同じ

図８　中小企業の設備投資実施割合の推移（東京）

資料　東京都「都内中小企業の設備投資、資金繰り等の状況」
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４　2009年度の反動増が一部でみられた建築･不動産市場
（１）　減少する建築物着工床面積
　東京の建築物着工床面積について、最近の推移をみると、2003年度をピークに減少傾向となっていま
したが、2007年に施行された改正建築基準法の影響により、2007年度には大きく落ち込みました。翌年
度には反動で増加したものの、金融危機を発端とする景気後退により2009年度には再び減少し、2007年
度の水準をも下回りました。2010年度には、居住用で前年を上回ったものの、低迷する経済状況を反映
して非居住用が減少しています。（図１）
　東京の建物床面積は、増加傾向にあります。用途別にみると、住宅・アパートが約７割、事務所・店舗等
が約２割を占めており、いずれも増加し続けています。一方、工場・倉庫ではわずかながら減少傾向と
なっています。（図２）
（２）　持ち直しの動きがみられる新設住宅着工
　東京における新設住宅着工の動きについて前年同月比をみると、３月までマイナスで推移していま
したが、６月以降は上昇傾向となり、かつ全国よりも大きな上昇幅で推移しました。この結果、2010年は、
前年比10.6％増となりました。なお、東日本大震災が発生した2011年３月には前年同月比が大きく落ち
込み、マイナスに転じたものの、４月にはわずかながらプラスに戻しました。（図３）
　東京のマンション着工戸数について、2000年度からの推移をみると、2003年度まで増加した後、低調
に推移していましたが、景気の後退を受け、2009年度には三大都市圏、首都圏、東京のいずれにおいても
大きく落ち込みました。2010年度は、前年度の大きな落ち込みの反動増もあり、前年度比94.7％増とな
りましたが、着工戸数は3.7万戸と、依然として2008年度以前の水準を下回っています。（図４）

第１章　2010年 東京経済の主な動き

図１　用途別建築物着工床面積の推移（東京）

注　　居住専用及び居住産業併用を居住用として算出。
資料　国土交通省「建築着工統計調査」

図３　利用関係別新設住宅着工戸数・前年比・前年同月
比の推移（東京）

注　　給与住宅は会社等が社員等を居住させる目的で建築するもの。
資料　図１に同じ

図２　用途別建物床面積の推移（東京）

注　　各年１月１日現在。
資料　東京都「東京の土地」

図４　新設マンション着工戸数・前年度比の推移
　　　　　　　　（東京）

資料　図１に同じ
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（３）　回復基調にあるマンション販売
　東京の新規マンションの発売戸数を地域別にみると、都区部での発売が８割を超えているため、都区
部での動向が、東京全体の新規マンション市場に大きな影響を及ぼすことがわかります。2007年には都
区部において、2008年には都下において発売戸数が大幅減となり、東京全体における新規マンション発
売戸数は大きく落ち込みました。2009年も引き続き低調でしたが、2010年には大きく増加に転じ、都区部
では20.4千戸、都下では3.4千戸となりました。一方、販売残戸数は、2009年から２年連続で減少しており、
東京におけるマンション市場において回復の兆しがみられます。（図５）
　都区部を中心に急激に高騰していた新規マンションの平均価格は、経済不安による消費者の買い控
えや販売戸数の増加による供給超過、土地価格の下落などを受け、2009年は都区部、都下ともに低下し
ました。2010年は、贈与税の非課税枠の拡大や住宅ローン減税、住宅版エコポイントなどの政策の影響
により需要が拡大し、2010年の初月（売出を開始した月）契約率は、都区部で76.9％、都下で83.3％と、好
不調の目安とされる70％を超えています。（図６）
（４）　上昇を続けるオフィス空室率
　千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区の主要５区におけるオフィス空室率は、オフィスビルの供給
超過や企業の経費節減によるオフィスの統合などの影響を受け、2008年以降上昇が続いており、2010年
には7.7％と、2000年以降最も高い値となりました。また平均募集賃料は、空室率の上昇を受け、2009年
には一坪あたり14.5千円と低下しています。（図７）
（５）　下落幅が縮小した基準地標準価格１の平均変動率
　土地取引価格の目安のひとつとなる基準地標準価格は、商業地では2005年から、住宅地及び全用途では
2006年から、それぞれ2008年まで上昇していましたが、2009年にいずれも下落に転じ、2010年においても引
き続き下落しました。なお、2010年の対前年平均変動率については、2009年に比べて縮小しています。（図８）

注１　国土利用計画法施行令第９条に基づき、都道府県知事が毎年７月１日における調査地点の正常価格を不動産鑑定士の鑑定評価を求めた上で判定す
るもので、1㎡(林地は10アール)あたりの土地価格。

第４節　2009年度の反動増が一部でみられた建築･不動産市場

第
１
章

図５　地域別新規マンション発売戸数・販売残戸数の
推移（東京）

注　　販売残戸数は、各年末時の総残戸数。
資料　（株）不動産経済研究所「首都圏マンション市場動向」

図７　オフィス空室率・平均募集賃料の推移（主要５区）

注　　主要５区は千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区。
平均空室率は各年12月時点。

資料　シービー・リチャードエリス総合研究所（株）
「オフィスマーケットリポート」「不動産白書」

図６　地域別新規マンション平均分譲価格・初月契約率
の推移（東京）

注　　初月契約率＝契約戸数／販売戸数×100
資料　図５に同じ

図８　用途別基準地標準価格・対前年平均変動率の推移
　　（東京）

資料　東京都「東京都基準地価格」
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第１章　2010年 東京経済の主な動き

５　厳しさ続く中小企業の資金環境、減少した倒産件数
（１）　依然厳しい中小企業の資金繰り
　資本金規模別に、法人企業における金融機関借入金比率をみると、おおむね資本金規模が大きいほど
比率が小さくなっています。これは大企業を中心に資金を社債などで直接調達することが増えている
ことが一因として考えられます。なお、いずれの規模においても、比率は低下傾向となっています。（図１）
　金融機関の貸出金利は近年低下しており、2010年３月末のストック１ベースでみると国内銀行で
1.519％、信用金庫で2.300％となっています。なお、都内中小企業の借入金利の状況をみると、「３％台」
以上の企業が２割強を占めています。企業規模別でみると、規模が小さいほど高い金利で借り入れてい
る傾向がみられ、小規模企業では１割弱の企業が「４％台」以上の金利を負担しています。（図２、３）
　都内中小企業の資金繰りDIをみると、2008年に急速に低下し、2009年第１四半期にはマイナス39.9ま
で落ち込みましたが、2010年第４四半期にはマイナス30.3までに回復しました。しかし、2011年第１四
半期には再び低下しています。（図４）　国は2008年後半の急激な資金環境の悪化に対処するため、同年
10月末に緊急保証制度を創設し、東京でも保証申込が急増しました。保証申込件数・金額ともに2008年
12月をピークに徐々に減少する傾向にありましたが、2011年２月には、保証申込件数・金額ともに前年
同月比がプラスに転じました。（図５）

注１　当該月末時点において残高のあるすべての貸出。

図１　資本金規模別金融機関借入金比率の推移（全国）

注　　金融業、保険業を除く法人企業。
金融機関借入金比率＝｛金融機関借入金（流動・固定負債）／
負債及び純資産合計｝×100。         

資料　財務省「法人企業統計」

図３　規模別・借入金利別中小企業数構成比
　　　　　　　　（東京、2011年）

注　　製造業、卸売業、小売業、サービス業が調査対象。
小規模： １～９人（ 製造業、卸売業、サービス業）、 １～２人（小売業）
中小規模： 10～19人（ 製造業、卸売業、サービス業）、 ３～４人（小売業）
中規模： 20～49人（ 製造業、卸売業、サービス業）、 ５～ 19 人（小売業）
大規模： 50 人以上（ 製造業、卸売業、サービス業）、 20 人以上（小売業）

資料　東京都「都内中小企業の事業資金に関する調査（平成23 年５月調査）」

図４　中小企業資金繰りＤＩの推移（東京）

注　　Ⅰ～Ⅳは四半期を示す。製造業、卸売業、小売業、サービス業が調査対象。
資料　東京都「都内中小企業の設備投資、資金繰り等の状況」

図２　国内銀行・信用金庫・長期プライムレート・
短期プライムレートの金利の推移（全国）

注　　2005年１月から2011年３月まで掲載。月末の値。プライムレー
トとは、銀行が優良企業向けの貸出に適用する最優遇金利のこと。
うち長期とは、１年以上の長期貸出に適用する最優遇金利。短期
とは、１年未満の短期貸出に適用する最優遇金利。

資料　日本銀行資料

図５　信用保証申込件数・保証申込金額・
前年同月比の推移（東京）

資料　東京信用保証協会資料
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第５節　厳しさ続く中小企業の資金環境、減少した倒産件数

第
１
章

（２）　５年ぶりに前年を下回った倒産件数　
　2010年の東京の倒産件数は、「景気対応緊急保証制度」や「中小企業金融円滑化法」など政策の効果も
あり、５年ぶりに前年を下回り2,686件となりました。全国の倒産件数も２年連続で減少し、13,321件と
なりました。（図６）
　2010年の東京の倒産における負債総額は、前年と比べて73.5％増加し、4.6兆円となりました。負債総
額が大幅に増加した理由は、１月の航空会社とその関連会社２社の倒産によるもので、この３社の合計
の負債額だけで2010年の東京の負債総額の半分以上を占めています。（図７）
　2010年の東京における倒産企業の総従業員数は、前年より24.0％増加して39,886人となり、全国に対
する比率も上昇し、３分の１を上回りました。１月に倒産した航空会社とその関連会社２社の従業員数
が、倒産企業の従業員数全体の約40％を占めています。（図８）
　一方、上場企業の倒産件数は、東京、全国いずれにおいても2008年に急増しましたが、その後減少して
います。2010年は全国で10件、東京では８件となりました。東京における負債総額10億円以上の大型倒
産は、2008年に大幅に増加した後高止まりしていましたが、2010年は158件となり４年ぶりに減少しま
した。（図９）

図７　負債総額の推移（東京・全国）

注、資料　図６に同じ　

図９　上場企業倒産件数・大型倒産件数の推移
　　　　　　　　（東京・全国）

注　　負債額1,000万円以上。上場廃止後の倒産を除く。
資料　東京都｢東京の企業倒産状況」（㈱東京商工リサーチ調べ）

 ㈱東京商工リサーチ「全国企業倒産白書」

図６　倒産件数の推移（東京・全国）

注　　負債額1,000万円以上。
資料　東京都「東京の企業倒産状況」（㈱東京商工リサーチ調べ）　　

図８　倒産企業総従業員数・全国比の推移（東京）

注、資料　図６に同じ　
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（３）　小規模企業の占める割合の高い東京の倒産　
　倒産企業件数の大部分は中小企業であり、2010年は東京、全国のいずれにおいても、中小企業の倒産
件数が全体に占める割合は99％を超えています。一方小規模企業の倒産件数が全体に占める割合をみ
ると、2004年は東京、全国ともに約80％でしたが、その後全国では年々低下し2010年には60％近くになっ
ています。これに対し東京では横ばい傾向で推移し、2010年は80％を上回っており、全国との差が大き
くなっています。（図10）
　2010年の東京における倒産件数を地域別にみると、港区が最も多く、全体の１割弱を占めており、次
いで中央区が全体の約８％を占めています。続いて新宿区、渋谷区、千代田区の順になっており、いずれ
も６％台を占めています。（図11）
　2010年の倒産件数を産業別にみると、東京で最も多いのは卸売業,小売業で全体の４分の１以上を占
めています。次に多いのは建設業の倒産件数ですが、全体に占める割合は約15％と全国よりも低くなっ
ています。また東京では、情報通信業の倒産件数が、全体の10％以上と全国と比べて高くなっているの
が特徴です。（図12）
　東京における不況型倒産（販売不振、赤字累積、売掛金等回収難）の件数は、2010年に５年ぶりに減少
し、2,363件となりました。しかしながら、不況型倒産が総数に占める割合は、東京、全国いずれにおいて
も２年連続で増加しています。（図13）

図10　小規模企業の倒産件数が全体に占める
割合の推移（東京・全国）

注　　負債額1,000万円以上。
小規模企業は、従業員が商業・サービス業は5人以下、
製造業その他は20人以下とする。　　　　　　　　

資料　図９に同じ

図12　産業別倒産件数構成比（東京・全国、2010年）

注　　図６に同じ。
資料　図９に同じ

図11　地域別倒産件数構成比（東京、2010年）

注、資料　図６に同じ　

図13　不況型倒産件数・総数に占める
割合の推移（東京・全国）

注　　負債額1,000万円以上。
不況型は販売不振、赤字累積、売掛金等回収難。

資料　図９に同じ

第１章　2010年 東京経済の主な動き
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第５節　厳しさ続く中小企業の資金環境、減少した倒産件数／第６節　冷え込み続く雇用情勢

第
１
章

６　冷え込み続く雇用情勢
（１）　２年連続で悪化した完全失業率
　長引く不況のため、東京の雇用情勢は厳しい状況が続いています。東京の完全失業者数は２年連続で
増加し、2010年は男性で23万８千人、女性で15万１千人となっています。また2010年の東京の完全失業
率は、全国を上回り年平均で5.5％となりました。（図１）
　事業主都合による離職者数は、2009年に大幅に増加し、2010年は前年よりも減少しましたが、16万６千
人と依然として高い数字となっています。事業主都合による離職者が離職者全体に占める割合も、４割
以上で高止まりしています。（図２）
　雇用者数を前年と比較して、増減数、増減率をみると、産業によってばらつきがあることがわかりま
す。製造業や建設業では雇用者の減少が特に大きく、製造業では５万１千人、建設業では４万３千人減
少しています。これに対して情報通信業では３万７千人、医療,福祉では２万４千人増加しています。（図
３）
　2010年の東京における就職率は、４年ぶりに上昇し、19.4％となりました。就職者数を雇用形態別にみ
ると、2008年は正社員が非正社員を上回っていましたが、2009年から逆転し、2010年は正社員が６万８千
人、非正社員が７万９千人となっています。（図４）

図１　男女別完全失業者数・完全失業率の推移
　　　　　　　　（東京・全国）

注　　2011年１～３月期の全国の値は岩手県、宮城県及び
福島県を除く。

資料　東京都、総務省「労働力調査」

図３　産業別雇用者数増減数・対前年増減率
　　　　　　（東京、2010／2009年）

資料　東京都「労働力調査」

図２　事業主都合による離職者数・離職者全体に
占める割合の推移（東京）

注　　新規求職者のうち、前職が雇用者の離職者。
資料　東京労働局業務統計

図４　就職者数・就職率の推移（東京・全国）　

注　　就職率は、就職者数の新規求職者数に占める割合。
資料　東京労働局、厚生労働省業務統計

図５　中小企業の雇用人員DIの推移（東京）

注　   ＤＩ=「不足」とする企業の割合ー「過剰」とする企業の割合。
資料　東京都「東京都中小企業の景況」
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第１章　2010年 東京経済の主な動き

　2010年の中小企業の雇用人員ＤＩは、全業種でゆるやかながら「過剰」感が弱まってきています。2009
年に特に「過剰」感の強かった製造業でも、マイナス10程度まで「過剰」感が弱まりました。（図５）
（２）　回復の動きが鈍い有効求人倍率
　東京における2010年の有効求人倍率は、前年よりも0.02ポイント低下して0.65倍となり、2009年から
引き続いて１倍を下回る状態が続いています。１年を通じての動きをみると、2010年１月は0.59倍でし
たが、その後はゆるやかな上昇傾向となっています。原数値でみても、2011年１月～４月の月間の有効
求人数は前年同月を上回り、有効求職者数は下回っています。（図６）
　景気の影響を受けて、全国における雇用状況も大きく変化しました。地域間でばらつきのあった有効
求人倍率ですが、2008年から2009年にかけては、それまで１倍を上回っていた地域も含めすべての地域
で大幅に落ち込み、0.4～0.6倍前後となっています。2010年は全体的にわずかに上昇しましたが、全国平
均で0.52倍となお厳しい状況です。（図７）
　東京における有効求人数（常用）の推移を年齢別にみると、60歳以上以外のすべての年齢層で、2009年
度は2005年度と比べて減少しており、全年齢層の合計では約半分になりました。特に20～29歳層及び30
～39歳層では減少幅が大きく、2009年度は2005年度の約３分の１となっています。有効求職者数を年齢
別にみると、2009年度は2005年度と比べてすべての年齢層で増加しています。最も増加幅が大きいのは
40～49歳層で、2009年度は2005年度のおよそ1.6倍となりました。（図８）
　求人広告掲載件数は、ハローワークを介さない求人状況を把握する際に、参考となる指標の一つで
す。2009年の関東甲信越地方における求人広告掲載件数は、年間を通しての月平均が前年の約半分の約
９万4,400件に減少しました。その後も低い水準で推移し、2010年は月平均が約８万4,800件となりまし
た。しかし、月別に見ると、2010年９月以降は前年同月比でプラスとなる月が多くなっており、ゆるやか
ながらも回復傾向にあると考えられます。（図９）

図７　地域別有効求人倍率の推移（全国）

資料　厚生労働省業務統計

図９　求人広告掲載件数の推移（関東甲信越）

注　　 有料求人情報誌、フリーペーパー、折込求人紙の合計。
資料　（社）全国求人情報協会資料

図６　有効求人求職者数・有効求人倍率の推移
　　　　　　　　　（東京・全国）

資料　図４に同じ

図８　年齢別有効求人数・求職者数の推移（東京）

資料　東京労働局「職業安定業務年報」
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第６節　冷え込み続く雇用情勢

第
１
章

（３）　増加に転じた賃金、労働時間
　東京における2010年の月間現金給与総額をみると、景気悪化の影響で落ち込んだ2009年から前年比
0.8％増の41.5万円となり、わずかながら増加しました。また、全国においても同様にわずかながら増加
に転じました。2010年の月別の動きをみると、３月以降前年同月比でプラスが続いた全国に比べ、東京
は増減しながら推移しました。2011年の動きをみると、東京、全国ともに、１～２月は前年同月比でプ
ラスでしたが、３～４月はマイナスとなり、特に東京の４月はマイナス4.8と大きく低下しました。なお、
６月と12月はボーナス等の賞与が支給される企業が多く、現金給与総額は他の月よりも大きくなって
います。（図10）
　東京における賞与支給額の対前年比をみると、大きく落ち込んだ2009年から、夏季ではプラスに転じ
たものの、冬季では依然マイナスとなり、落ち込みが続いています。（図11）
　2010年の総実労働時間をみると、賃金同様、景気悪化の影響で落ち込んだ2009年から増加に転じまし
た。東京では所定内、所定外ともに増加し、合わせて前年の145.2時間から1.8時間増の147.0時間となり
ました。景気の動きに左右されやすい所定外労働時間の2010年の月別の動きをみると、東京では３月に
前年同月比でプラスに転じ、その後は前年同月比６％未満の増加が続きました。全国では東京に先駆け
てプラスとなり、また増加幅も大きかったのですが、年後半には東京とほぼ同じ増加幅となりました。
2011年は、東京、全国ともに１～２月は前年同月比横ばい又はプラスで推移しましたが、３～４月はマ
イナスとなり、特に東京の４月はマイナス8.0と大きく低下しました。（図12）
　産業別に５年前からの推移をみると、横ばいや、やや減少した産業が多いなか、医療,福祉と金融業,保
険業は増加傾向となっています。特に医療,福祉では４年連続で増加しており、５年前に比べて8.7時間
増となりました。（図13）

図11　賞与支給額対前年比の推移（東京）

注　　事業所規模30人以上。
資料　東京都「毎月勤労統計調査」

図13　産業別月間総実労働時間の推移（東京）

注　　図10に同じ。
資料　図11に同じ

図10　月間現金給与総額の推移（東京・全国）

注　　事業所規模５人以上。
資料　東京都、厚生労働省「毎月勤労統計調査」

図12　月間総実労働時間の推移（東京・全国）

注、資料　図10に同じ

～～
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１　日本経済の中心東京
（１）　事業所の集積
　東京の事業所数（民営）は約68万所、就業者数は821万人で、それぞれ全国の11.6％、13.3％です。また、
会社企業数は約28万企業で全国の15.5％を占め、特に資本金10億円以上の大企業では全国の48.2％を占
めています。さらに東京は、国際的なビジネスの拠点として外資系企業の75.2％が立地しています。活
発な経済活動を支える資金の需要も大きく、銀行貸出残高の約４割を占めています。

第２章　東京の社会経済基盤と特色

第２章 東京の社会経済基盤と特色

支える資金の需要も大きく、銀行貸出残高の約４割を占めています。

人　口
1億2,805万6,026人
（2010年）

人　口
1億2,805万6,026人
（2010年）

面　積
37万7,950k㎡
（2010年）

就業者数
6,150万5,973人
（2005年）

事業所数
588万6,193所
（2009年）

会社企業数
180万5,545社
（2009年）

外資系企業数
3,099社
（2010年）

資本金10億円以上企業数
5,806社
（2009年）

国内総生産（名目）
505兆163億円
（2008年度）

一人当たりの国民所得
291万6千円
（2008年度）

銀行（国内銀行）貸出残高
409兆3,066億円
（2010年12月末）

訪日外国人旅行者数
679万人
（2009年）

工場数
44万2,562所
（2008年）

製造品出荷額等
337兆8,640億円
（2009年）

輸出額
67兆3,996億円
（2010年）

輸入額
60兆7,650億円
（2010年速報）

商店数（卸売業,小売業）
142万2,658所
（2007年）

商品販売額（卸売業,小売業）
548兆2,371億円
（2007年）

大学設置数
778校

（2010年度）

自然科学研究所数
6,087所（2009年）

※国及び地方公共団体の事業所を含む。

第3次産業有業者比率
68.8%

（2007年）

サービス業生産額
118兆6,177億円
（2008年度）

情報通信業の事業所数
7万7,900所
（2009年）

中小企業比率
99.7%

（2009年）

【資料】　国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」
総務省「国勢調査」「経済センサス」「就業構造基本調査」
日本政府観光局（ＪＮＴＯ）「訪日外客数 ・ 出国日本人数」
中小企業庁「中小企業白書」
東洋経済新報社「外資系企業総覧」

内閣府「県民経済計算」
日本銀行「預金・貸出関連統計」
経済産業省「工業統計調査」「商業統計調査」
財務省「貿易統計」
文部科学省「学校基本調査」



17

　また、東京では多様な中小企業が企業活動を展開しており、企業の99.0％が中小企業です。都内中小
企業は、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。
（２）　多様な産業が展開する東京
　東京の総生産額（名目）をみると、約90兆円と全国の17.8％を占めています。特に東京は流通の拠点と
して商品販売額が全国の33.2％を占め、サービス業では全国の22.3％の生産額を占めています。一方、製
造業では製造品出荷額等は、全国に占める割合が他の産業に比べると小さくなっています。
　また、大学設置数が全国の17.7％、自然科学研究所数が全国の15.5％を占めるなど、研究・開発活動が
活発です。
　さらに、東京は、首都機能や情報の集積を背景に、情報関連産業が集積しており、情報通信業の事業所
数は全国の33.0％を占めています。

第
２
章

第１節　日本経済の中心東京

数は全国の33.0％を占めています。

人　口
1,316万1,751人（10.3%）

（2010年）

面　積
2,188k㎡（0.6%）
（2010年）

　就業者数（従業地ベース）
820万5,300人（13.3%）

（2005年）

昼間人口
1,497万7,580人
（2005年）

事業所数
68万4,895所（11.6%）

（2009年）

会社企業数
28万603社（15.5%）
（2009年）

外資系企業数
2,330社（75.2%）
（2010年）

資本金10億円以上企業数
2,799社（48.2%）
（2009年）

都内総生産（名目）
89兆7,149億円（17.8%）
（2008年度）　　　

一人当たりの都民所得
415万5千円（142.5%）
（2008年度）

銀行（国内銀行）貸出残高
166兆2,758億円（40.6%）
（2010年12月末）

訪都外国人旅行者数
476万人
（2009年）

工場数
4万137所（9.1%）
（2008年）

　製造品出荷額等
10兆4,819億円（3.1%）

（2008年）

輸出額（東京港・羽田空港・成田空港）
15兆318億円（22.3%）

（2010年）

輸入額（東京港・羽田空港・成田空港）
17兆5,113億円（28.8%）

（2010年）

 商店数（卸売業,小売業）
14万9,965所（10.2%）

（2007年）

　商品販売額（卸売業,小売業）
182兆2,113億円（33.2%）

（2007年）

大学設置数
138校（17.7%）
（2010年度）

自然科学研究所数
944所（15.5%）（2009年）
※国及び地方公共団体の事業所を含む。

第3次産業有業者比率
80.7%

（2007年）

サービス業生産額
26兆4,274億円（22.3%）

（2008年度）

情報通信業の事業所数
2万5,690所（33.0%）
（2009年）

中小企業比率
99.1%

（2009年）

国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」
総務省「国勢調査」「経済センサス」「就業構造基本調査」
東京都産業労働局「東京都観光客数等実態調査」
東洋経済新報社「外資系企業総覧」

内閣府「県民経済計算」 文部科学省「学校基本調査」
東京都「工業統計調査」
日本銀行「預金・貸出関連統計」
経済産業省「商業統計調査」
東京税関「貿易概況」

注　カッコ内は全国比。サービス業生産額における「サービス業」は、日本標準産業分類の「サービス業（他に分類されないもの）」と一致しないことに注意を要する。
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第２章　東京の社会経済基盤と特色

２　少子高齢化が進む東京
（１）　増加しているものの、今後は減少が見込まれる東京の人口
　東京の人口は、2010年の国勢調査（速報）によると、約1,316万２千人と全国で最も多く、全国の１割強
を占めています。全国の人口は、約１億2,805万６千人で、2005年の人口と比べると0.2％増と、ほぼ横ば
いですが、東京は4.7％増と、全国で最も高い増加率となっています。東京の人口は2020年まで増加する
見込みですが、以降は減少し、2035年には約1,270万人になると推計されています。年齢別にみると、15
歳未満の人口は1975年以降減少傾向で、生産人口である15歳～64歳の人口は2005年には約870万人でし
たが、2035年には約779万人に減少すると見込まれています。一方、65歳以上の人口は、1970年には約59
万人でしたが、2005年には約４倍の約230万人となり、今後も増加が見込まれています。（図１）
　人口が増減するのは、他県との移動増減である社会増減、出生死亡による自然増減などの要因があり
ますが、東京の人口は近年では社会増減による影響が最も大きくなっています。1997年以降、転入超過
による社会増が続いており、2010年まで14年連続で転入超過となっています。しかし、社会増数は2008
年以降減少しており、人口増数も減少しています。（図２）
（２）　常住人口より昼間人口が多い東京
　東京には、通勤や通学で多数の人が他地域から移動して来ます。そのため東京都全体では、常住人口
よりも、通勤・通学等による流出・流入を加味した昼間人口のほうが多くなっています。島部、西多摩郡、
市部では、ゆるやかながら、昼夜間人口比率は増加が続く見込みです。これに対し、区部及び都全体の昼
夜間人口比率は、1995年をピークに減少傾向にあり、今後も減少すると予測されています。（図３）
（３）　急速に進む東京の高齢化
　1995年以降、東京は急速に高齢化が進んでおり、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％になりました。これは、高齢化が進んでいる他国と比べても高い水準と言えますが、さ
らに2035年には30.7％に達する見込みです。（図４）

図１　年齢階級別人口・将来推計人口の推移（東京）

注　　2010年から推計値。
資料　総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所

 「日本の都道府県別将来推計人口」

図３　昼夜間人口比率の推移（東京） 

注　　昼夜間人口比率＝昼間人口／常住人口。
資料　東京都「東京都昼間人口の予測」

図２　変動要因別増減人口の推移（東京）

注　　その他の増減には、都内間移動の増減を含む。
資料　東京都「人口の動き」

図４　国・地域別高齢化率の推移（東京・世界）

注　　東京、日本以外は推計値（中位推計）。東京、日本は2010年から将
来推計値（中位推計）。

資料　総務省「国勢調査」、国立社会保障人口問題研究所
「日本の都道府県別将来推計人口」「日本の将来推計人口」
国際連合「World Population Prospects, the 2010Revision」
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第
２
章

第２節　少子高齢化が進む東京

　東京の高齢化率は、2005年現在でも2035年予測においても全国平均を下回っています。65歳以上の高
年齢者数についてみると、全国は2005年で2,576万１千人、2035年で3,724万９千人となっており、東京は
2005年で232万５千人、2035年で389万５千人と全国で最も多く、全国の高年齢者の約１割が東京に居住
していることになります。１都３県の首都圏でみると、2005年では全国の２割強、2035年予測では全国
の３割弱の高年齢者が首都圏に居住すると見込まれています。（図５）
　東京の人口を、世帯の類型別にみると、単独世帯が最も多く、次いで、親と子供の世帯となっています。
単独世帯と夫婦のみの世帯は2005年以降も一貫して増加し、親と子供の世帯は2005年以降2020年まで
は増加し、その後減少する見込みです。（図６）　世帯主が65歳以上の単独世帯主数は、2005年の約49.8
万人から2025年には約87.4万人と、約1.8倍に増加する見込みです。65歳以上人口に占める割合でみると、
2020年以降は65歳以上のおよそ４人に１人が一人暮らしになると見込まれています。（図７）
（４）　国内で最も低く、世界的にも厳しい水準の東京の合計特殊出生率
　東京の出生数は、2005年の約９万７千人を底にしてゆるやかに回復し、2010年は約10万８千人となり
ました。しかし長期的にみると、第２次ベビーブーム直前の1970年の半数以下となっています。（図８）
東京の合計特殊出生率も長期的には減少傾向ですが、直近では出生数と同様に2005年の1.00を底に2010
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全国平均を常に下回って推移してお
り、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９）

図５　都県別高齢化率、高年齢者数（１都３県・全国、2005・2035年）

注　　「年齢不詳」の人口を５歳階級別に按分して含めているため、高年齢者に「年齢不詳」を含めていない国勢調査の数値とは、一致しない。
高年齢者とは65歳以上の者をいう。

資料　国立社会保障・人口問題研究所「日本の都道府県別将来推計人口」

図６　家族類型別世帯数の推移（東京）

資料　東京都「東京都世帯数の予測」

図８　出生数の推移（東京）

資料　東京都「人口動態統計」

図７　高年齢者人口・高年齢者単独世帯数・高年齢
者に占める単独世帯の割合の推移（東京）

注　　高年齢者とは65歳以上の者をいう。
資料　図６に同じ

図９　国・地域別合計特殊出生率の推移（東京・世界）

資料　東京都、厚生労働省「人口動態統計」、国立社会保障・人口問題研
究所「人口統計資料集」、国際連合「Demographic Yearbook」

～～
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３　成長産業や海外市場を開拓する事業所・企業
（１）　全国の事業所の約４分の１を占める１都３県
　東京都と近隣県（埼玉、千葉、神奈川）の事業所数を事業所・企業統計調査でみると、東京では1991年か
ら2006年まで減少が続いています。一方、近隣県では1996年まで増加し、その後減少に転じています。１
都３県合計の事業所数は減少しているものの、全国比は上昇しており、2006年は全国の約４分の１を占
めています。2009年の経済センサスでは１都３県合計で約148万５千所となり、全国比は24.6％となって
います。（図１）（2006年と2009年の非連続については目次ⅳページの３参照。図２も同じ。）
　東京の事業所数の推移を事業所・企業統計調査により経営組織別にみると、個人経営の事業所数が大
幅に減少しています。1981年には会社経営の事業所数を上回っていましたが、1991年には逆転し、2006
年には会社経営の事業所数の３分の２程度となっています。一方、従業者数は1991年には800万人を超
えており、その後増減しながらもほぼ横ばいで推移しています。2009年の経済センサスでは個人経営の
事業所数は約22万所、会社経営の事業所数は約44万所、従業者数は約905万人となっています。（図２）
（２）　過半数を占める小規模事業所
　東京の事業所数で最も多いのは卸売業,小売業で全体の約４分の１を占めており、次いで宿泊業,飲食
サービス業、不動産業,物品賃貸業となっています。従業者数では事業所数と同様に卸売業,小売業が最
も多く、約20％を占めています。次いでサービス業(他に分類されないもの）、製造業、宿泊業,飲食サービ
ス業となっており、それぞれ10％程度を占めています。（図３）
　事業所数を従業者規模別にみると、４人以下の事業所が全体の半分以上を、９人以下では約４分の３
を占めており、小規模な事業所が多く存在しています。一方、従業者数では９人以下の事業所で働く従
業者数は全体の約20％にとどまっており、事業所数では約４％の50人以上の事業所で働く従業者が約
50％を占めています。（図４）

図１　都県別事業所数・全国比の推移（１都３県）

資料　総務省「事業所・企業統計調査」「経済センサス」

図３　産業別事業所数・従業者数構成比
　　　　　　（東京、2009年）

資料　総務省「経済センサス」

図２　経営組織別事業所数・従業者数の推移（東京）

資料　図１に同じ

図４　従業者規模別事業所数・従業者数構成比　　
　　　　　（東京、2009年）

注、資料　図３に同じ
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（３）　80％以上を占める単一事業所の会社企業
　東京の会社企業数を資本金規模別にみると、資本金が1,000万円～3,000万円未満の割合が最も高く約
42％を占めており、次いで300万円～500万円未満が約34％となっています。この２区分を含む300万円
～3,000万円未満で全体の約84％を占めています。（図５）
　東京の会社企業は、他の場所に同一経営の本所（本社・本店）や支所（支社・支店）を持たない単一事業
所企業の割合が高く、全体の84.8％となっています。国内または国外に支所を持つ複数事業所企業は、
支所数が１か所の企業が最も多く、複数事業所企業の約半分を占めています。支所数が10か所以上ある
企業は、複数事業所企業の約10％、全体の約２％となっています。（図６）
（４）　東京に集積する情報通信業、クリエイティブ系事業分野
　産業別に会社企業数の全国比をみると、情報通信業が約40％と他の産業よりひときわ割合が高く東
京に集積しています。それ以外でも、学術研究,専門・技術サービス業や教育,学習支援業など６つの産業
で20％前後の全国比となっており、多くの産業が東京に集積していることがわかります。（図７）
　昨今、世界各国で注目されているクリエイティブ系事業分野に関する事業所も東京に多く集積し
ています。クリエイティブ系事業分野は、個人の創造性、技術、才能に基づき、知的財産の創出や活用
を通じて富（財産）と雇用を創出しうる事業分野を指し、具体的には、芸術、音楽、映画、テレビ、アニメ、
ファッション、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します。東京にお
けるクリエイティブ系事業分野についてみると、ソフトウェア業や建築設計業の事業所数が比較的多
くなっています。また、音声情報制作業や、その他情報制作に附帯するサービス業、出版業は全国の半数
以上が東京に立地しています。他にも映像情報制作・配給業や興行場,興行団、広告制作業などで、全国
比が40％以上となっています。（図８）

図５　資本金規模別会社企業数構成比
　　　　　　（東京、2009年）

注　　会社企業とは、経営組織が株式会社(有限会社を含む）、合名会社、
合資会社、合同会社及び相互会社で、本所と支所を含めた全体を
いう。単独事業所の場合は、その事業所だけで会社企業となる。

資料　図３に同じ

図７　産業別会社企業数、全国比（東京、2009年）

資料　図３に同じ

図６　企業類型別・支所数規模別会社企業数
構成比（東京、2009年）

注　　（）内の数値は複数事業所企業を100とした構成比。
支所数には海外にある支所（支社・支店）を含む。

資料　図３に同じ

図８　クリエイティブ系事業分野別事業所数、全国比
　　　　　　　（東京、2009年）

注　　クリエイティブ系事業分野のうち、資料元の分類で把握できる範囲
を集計したため、クリエイティブ産業全体を包括していないことに
注意を要する。

資料　図３に同じ
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（５）　地域により差がみられる中小企業比率、産業構造
　東京の中小企業数をみると、23区では港区が最も多く、中央区、大田区と続いています。東京の中小企
業比率は99.0％となっていますが、その比率は地域ごとに差がみられます。23区内でも大企業が集まる
千代田区、中央区、港区の都心３区では比較的中小企業比率が低くなっています。一方、城西、城北、三多
摩地域では99％台後半と高く、島しょでは100％となっています。（図９）
　地域ごとに産業別の事業所数割合をみると、全ての地域で卸売業,小売業が20％を超えて高い割合と
なっています。島しょ地域では宿泊業,飲食サービス業が30％を超え、卸売業,小売業と合わせると50％
を超えています。都心、副都心地域では情報通信業や学術研究,専門・技術サービス業が、城東地域では
製造業が他の地域に比べて高い割合となっています。（図10）
（６）　低調な株式公開、起業
　2010年度の株式公開社数は直近のピークである2006年度と比べ、９分の１程度と大きく減少してい
ます。将来成長が見込める未上場企業に対して投資を行い、株式を公開させることなどにより株式売却
益を得ることで主な収益をあげる企業を、ベンチャーキャピタル（ＶＣ）といいますが、株式公開の低迷
に伴いＶＣの投資金額も減少が続いています。（図11）
　起業活動の活発さを示す指標として、起業活動率があります。起業活動率とは、起業の準備をしてい
る人と創業後42か月未満の企業を経営している人の合計が、18～64歳人口に占める割合を表す指標
です。各国の企業活動率をみると、日本は3.3％でアメリカの8.0％や韓国の7.0％に比べ低くなっており、
起業活動が比較的活発ではないことが分かります。（図12）

図９　地域別中小企業数、中小企業比率（東京、2006年）

資料　総務省「事業所・企業統計調査」を東京都産業労働局で再編加工

図11　株式公開社数・ベンチャーキャピタル（ＶＣ）
投資金額の推移（全国）

注　　2010年度は株式公開社数のみ。
資料　（財）ベンチャーエンタープライズセンター

「ベンチャービジネスの回顧と展望」

図10　地域別・産業別事業所数構成比
　　　　　　（東京、2009年）

注、資料　図３に同じ

図12　国別起業活動率（世界、2009年）

資料　（財）ベンチャーエンタープライズセンター
「起業家精神に関する調査」

～～
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（７）　減少する外資系企業
　海外企業の国内進出状況をみると、全国の外資系企業数は減少傾向となっています。親企業の国別に
みると、北米や欧州の企業で減少が続いているなか、アジア企業は数が少ないもののほぼ横ばいで推移
しています。（図13）
　海外進出を行う企業が海外での拠点を設けるにあたり、アジア地域で魅力のある国等を尋ねたとこ
ろ、日本はアジア地域統括拠点とＲ＆Ｄ（研究開発活動）拠点として、2007年は第１位となっていました。
しかし、2009年にはアジア地域統括拠点は第４位に、R&D拠点は第２位となっています。また、それ以
外の拠点機能としても、すべてにおいてアジアの中での日本の地位が低下しています。（図14）
（８）　新興国を中心に増加する海外進出
　経済のグローバル化や国内需要の減少などから、海外進出する日本企業が増えてきています。海外現
地法人数の推移をみると増加傾向となっており、特に中国を中心としたアジア地域への進出が増加し
ています。（図15）
　中国やインド、ブラジルなど新興国の人口推移をみると、今後も増加が続く見込みとなっており、人
口増加による需要の拡大が見込まれています。それに加え、低所得層から購買力の高い中間層や富裕層
への移り変わりに伴う需要拡大も期待されており、新興国は市場として世界中から注目を集めていま
す。（図16）
　日本企業は新興国市場において、特定の所得層をターゲットにするのではなく、対象を定めず幅広く
活動を行う企業の割合が40％以上となっています。ターゲットを絞った場合をみると、5,000～15,000ド
ル未満と5,000ドル未満において、「現在」と比べ「今後」ターゲットにする企業割合が高くなっています。
増加が見込まれる中間層だけではなく、減少見込みの低所得層でも、「今後」のターゲットとする企業が
あり、対象とする所得層は幅広くなっています。（図17）

図13　親企業の国籍別外資系企業数の推移
　　　　　　　　　（全国）

注　　３月現在。複数の親会社がある場合は重複して集計。
資料　東京経済新報社「外資系企業総覧」

図15　進出地域別現地法人数の推移（全国）

注　　年度末現在。ASEAN4:マレーシア、タイ、インド
ネシア、フィリピン。NIEs3:シンガポール、台湾、
韓国。

資料　経済産業省「海外事業活動基本調査」

図14　拠点機能別アジア地域で魅力を感じる国・地域
　　　　（世界、2007・2009年度）

注　　回答企業は欧州、北米、アジアの各企業。日本進出済企業、未進出企業と
もに含む。Ｒ＆Ｄ：研究開発活動。

資料　経済産業省「通商白書」

図16　所得層別新興国人口の
推移（世界）

注　　新興国はブラジル、インド、中国な
ど27か国。世帯可処分所得別の家計
人口。各所得層の家計比率×人口で
算出。

資料　図14に同じ

図17　新興国市場における
ターゲット所得層別企
業割合（全国、2010年）

注　　調査対象は上場企業を中心とした
日本企業。新興国はブラジル、イン
ド、中国など。複数回答。

資料　図14に同じ
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（９）　様々な海外市場向けビジネスを実施する都内企業
　都内企業においても、「日本市場向け商品の輸入販売」をはじめとして、グローバル化に対応した様々
な事業が実施されています。（図18）
　そのうち、海外市場をターゲットとしたビジネス（以下、「海外市場向けビジネス」）については、製造
業での実施率が際立って高く、４割の企業で何らかの海外市場向けビジネスを展開しています。（図19）
　海外市場向けビジネスを実施している企業における事業形態についてみると、企業の半数近くは海
外に販売・営業・サービス拠点があり、また４割弱の企業には海外に業務提携先があることがわかりま
す。なお、日本企業を通して海外展開している企業は３割弱となっています。（図20）
　海外市場向けビジネスについての今までの取組としては、安定した品質の商品・サービスの提供や、
市場ニーズ等の的確な把握などが挙げられます。また、今までと今後の双方の取組として比較的多いも
のは、顧客の新規開拓や人材の確保・育成などが挙げられます。なお、今までに比べて今後、リスクマネ
ジメントを徹底させたいとする企業も増えています。（図21）
　海外市場向けビジネスについては、業績の向上効果があったとする企業が６割強となっており、手ご
たえを感じる企業が多いことがわかります。（図22）

図18　企業におけるグローバル事業の実施状況
　　　　　　　（東京、2010年）

注　　常用雇用者数30人以上。複数回答。
資料　東京都産業労働局調べ

図21　海外市場向けビジネスについての取組
　　　　　　　　（東京、2010年）

注　　図20に同じ。
資料　図18に同じ

図20　海外市場向けビジネスの事業形態
　　　　　　（東京、2010年）

注　　常用雇用者数30人以上。
海外市場向けビジネス実施企業への設問。複数回答。

資料　図18に同じ

図19　産業別海外市場向けビジネスの
　　　実施企業割合（東京、2010年）

注　　常用雇用者数30人以上。
資料　図18に同じ

図22　海外市場向けビジネス実施の効果
　　　　　　　（東京、2010年）

注　　常用雇用者数30人以上。
海外市場向けビジネス実施企業への設問。

資料　図18に同じ
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（10）　約２割の企業で行われている新規事業への参入
　新規事業への参入については、過去10年以内の実施と今後の予定を合わせると、約２割の都内企業に
おいて行われていることがわかります。（図23）
　現在新規事業がある企業において、最も注力している新規事業の参入分野をみると、「健康・医療・福
祉関連分野」が約２割と最も多く、次いで「新エネルギー・環境関連分野」、「アウトソーシング関連分野」、
「フードビジネス関連分野」、「情報通信技術関連分野」の順となっています。（図24）
　新規事業についての今までの取組としては、市場ニーズ等の的確な把握に取り組んだ企業が６割超
となっています。今までと今後の双方の取組として比較的多いものは、顧客の新規開拓や人材の確保・
育成などが挙げられています。（図25）
　３年前と比較した企業の業績状況をみると、新規事業に参入している企業のほうが、新規事業に参
入していない企業に比べて、企業全体の売上高についても国内正社員数についても増加した企業の割
合が高くなっています。新規事業への参入は、企業に、業績面・雇用面での効果をもたらしていると考え
られます。（図26）

図23　過去10年以内の新規事業への参入状況
　　　　　　　（東京、2010年）

注　　常用雇用者数30人以上。
資料　図18に同じ

図25　新規注力事業についての取組（東京、2010年）

注　　図24に同じ。
資料　図18に同じ

図24　最も注力している参入分野（東京、2010年）

注　　常用雇用者数30人以上。
過去10年以内に新規事業へ参入した企業（撤退を除く）への設問。

資料　図18に同じ

図26　新規事業参入状況別企業全体の売上高変化・
国内正社員数変化（東京、2010年）

注　　常用雇用者数30人以上。３年前と比較した変化。
過去10年以内に新規事業へ参入（撤退を除く）したか否かによる区別。

資料　図18に同じ
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４　存在感を強めるサービス産業　
（１）　生産、就業、消費の３面で進むサービス化
　都内総生産額の推移をみると、増減しながらもほぼ横ばいとなっています。内訳では第１、２次産業
が減少傾向のなか、第３次産業は増加傾向となっており、その割合も上昇しています。東京は全国より
もサービス化が進んでおり、2008年度は86.6％が第３次産業の生産額となっています。（図１）
　2008年度の都内総生産額を産業別にみると、サービス業、卸売・小売業、不動産業の順で高く、いずれ
も第３次産業となっています。第２次産業で生産額が最も高いのは製造業ですが、都内総生産に占める
割合は１割弱程度となっています。10年前からの伸び率をみると、公務以外では、増加している産業は
第３次産業のみで、第２次産業である製造業や鉱業では20％以上の減少となっており、規模が縮小して
います。（図２）
　経済のサービス化は就業面においても進展しています。就業者数をみると、2008年度は1998年度に比
べ全産業総数が減少しています。内訳をみると増加したのはサービス業と不動産業のみで、いずれも第
３次産業となっています。就業者に占める第３次産業の割合は増加が続き、2008年度は約８割を占めて
います。（図３）
　男女別、年齢別に有業者の産業別構成比をみると、どの年齢でも男性より女性の方が第３次産業の割
合が高くなっています。また、年齢が上がるにつれて、第１、２次産業の割合が高くなる傾向にあり、男
性の35歳以上では４人に１人が第１、２次産業の有業者となっています。（図４）
　１世帯当たりの消費支出を財（商品）とサービスの構成比でみると、サービスの割合が上昇している
ことが分かります。2010年は47.5％と、財とサービスがほぼ半々となっており、消費面でもサービス化
は進展しています。（図５）

図１　産業別都内総生産額・第３次産業比率の推移
　　　　　　（東京・全国）

注　　全国の第３次産業比率は暦年。 輸入品に課される税・関税、
帰属利子等の控除を除く。

資料　東京都「都民経済計算」、内閣府「国民経済計算」

図３　産業別就業者数・第３次産業比率の推移
　　　　　　　　　　（東京）

注　　就業地ベースで算出。
資料　図２に同じ

図２　産業別都内総生産額（名目）（2008年度）・
伸び率（2008／1998年度）の相関図（東京）

資料　東京都「都民経済計算」

図４　男女別・年齢別・産業別有業者数構成比
　　　　　（東京、2007年）

資料　総務省「就業構造基本調査」
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第４節　存在感を強めるサービス産業

（２）　５割を超える上場企業での総務、人事部門業務アウトソーシング
　経済のサービス化が進展するなか、企業活動においてもサービス化が進んでいます。総務、経理、人事
部門における、非コアな業務のビジネスプロセスを外部へアウトソーシングする「業務プロセスアウト
ソーシング」（ＢＰＯ）を実施している企業は、東証一部上場企業（日系）については、総務、人事部門に関
して半数を超えています。（図６）　ＢＰＯ開始に当たり期待した効果では「コスト削減」が最も多く約
６割となっており、「経営資源のコア業務への集中」、「組織のスリム化」が続いています。（図７）
（３）　国内外で活発化するサービス産業
　第３次産業の活動動向を示す第３次産業活動指数をみると、2010年は第３次産業総合が３年ぶりに
上昇しています。2010年の産業別では、情報通信業や卸売業,小売業、宿泊業,飲食サービス業が前年から
上昇しているのに対し、生活関連サービス業,娯楽業や学術研究,専門・技術サービス業では低下が続い
ており、回復にバラつきがみられます。また、景気が低迷した2009年にあっても上昇が続いていた医療,
福祉は、2010年でも引き続き上昇しています。（図８）
　貿易には、自動車や家電などの製品の貿易の他に、サービス産業によるサービスの貿易（サービス貿
易）が存在します。サービス貿易とは、日本国内にある外国企業の支店等でサービスを受けることや、旅
行による海外における消費などが該当します。また、サービス貿易の収支（サービス収支）は「輸送」、「旅
行」、「その他サービス」の項目から構成されます。日本のサービス収支は赤字ですが、その赤字額は縮小
傾向となっています。これは、経済のサービス化の影響が反映される「その他サービス」の収支が、2005
年から輸出超過となり黒字化していることが要因です。また、旅行に伴う消費の項目である「旅行」の収
支もマイナス額が小さくなっており、収支全体の赤字縮小に寄与しています。（図９） 

図５　財・サービス区分別１世帯当たり
消費支出構成比の推移（東京）

注　　1世帯当たり年平均1か月間の消費支出であり、こづかい、
贈与金、他の交際費及び仕送り金を除く。　

資料　東京都「東京都生計分析調査」

図６　部門別業務アウトソーシング実施の有無
　　　　　　　　（全国、2008年）

注　　東証一部上場日系企業が対象。　
資料　経済産業省「間接部門における業務アウトソーシングに関する

アンケート調査」

図８　第３次産業活動指数の推移（全国）

資料　経済産業省「第３次産業活動指数」

図７　業務アウトソーシング開始に当たり
期待した効果（全国、2008年）

注　　東証一部上場日系企業が対象。総務、計理、人事部門の合計。
複数回答。

資料　図６に同じ

図９　分野別サービス収支の推移（全国）

資料　財務省「国際収支統計」
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５　情報化社会の着実な進展
（１）　個人の生活に浸透する情報化
　世帯主年齢別にみたコンテンツ･通信料関連支出額について、2010年と2005年とを比較してみると、
いずれの年代においても固定電話通信料が下がり、移動電話通信料、インターネット接続料が高くなっ
ています。特に、大きな支出割合を占めている移動電話通信料への支出は、世帯主が59歳までの世帯に
おいて平均で年間約10万円から12万円程度の支出となっています。（図１）
　全国における通信サービスの加入契約数の推移をみると、携帯電話・PHSの契約数は増加し続けてい
る一方、固定電話は減少傾向となっています。携帯電話は、第３世代携帯電話が急速に普及しており、ま
たスマートフォン契約数も増加しています。通信サービス全体でみても、ブロードバンドの契約数、IP
電話利用数も増加しており、消費者の通信環境は多様に変遷している様子がうかがえます。（図２）
（２）　活用の場が広がる企業の情報化
　BtoB EC（企業間電子商取引）の状況をみると、景気後退の影響もあり、2009年の取引規模は前年度に
比べて減少しましたが、EC化率については引き続き上昇傾向にあります。またBtoC EC(消費者向け電
子商取引）も、BtoB ECに比べて市場規模やEC化率は小さいものの、着実に増加しています。（図３）
　国内で最も大きなシステムの一つに、全国銀行内国為替制度（全銀システム）があります。全銀システ
ムは1973年の発足後、内国為替業務の発展、参加銀行の拡大を経て、現在、わが国のほぼ全ての民間金融
機関を網羅しており、2011年度には国際化・標準化への対応を含め、さらにシステムを向上させる予定
です。（表１）

図１　世帯主年齢別コンテンツ・通信料関連支出額
　　　　　（東京、2005・2010年）

注　　年平均１か月間の支出額。
資料　東京都「都民のくらしむき」

図３　電子商取引市場規模の推移（全国）

注　　コンピュータネットワークを介して商取引がお
こなわれるもの全体を広義EC、そのうちインター
ネットを用いたものを狭義ECとしている。EC化率
はその他(小売、その他サービス）を除いて算出。

資料　経済産業省「電子商取引に関する市場調査」

図２　各種サービス加入契約数の推移
　　　　　　　　（全国）

注　　固定電話は、加入電話及びISDNの合計。
資料　総務省資料、モバイルコンピューティング推進コンソーシアム

資料

表１　全国銀行内国為替制度（全銀システム）の沿革

注　　（）は直接接続。
資料　一般社団法人全国銀行協会資料
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第５節　情報化社会の着実な進展

　人間を介さず、ハード・ソフトを含む機器により自動的にデータを取り込み、内容を認識する自動認
識機器のうち、RFID１、バイオメトリクス２関連について出荷金額の推移をみると、いずれも10年前に
比べて大きく増加していることがわかります。RFIDは、鉄道系カードシステムや電子マネー等の非接
触型ICカード、物流管理などで幅広く活用されています。バイオメトリクスについては、セキュリティ
管理方法として、銀行ATMなどで活用されています。（図４）
　ITSシステム（高度道路交通システム）３の進展をみると、2010年度は高速道路無料化実施実験などの
影響により、ETC車載機新規セットアップ件数は大幅に減少し、これまで増加していたETC利用率も
横ばいとなりました。また、VICS４車載機や、カーナビゲーションシステム出荷台数は、PND（持ち運び
できる簡易タイプのポータブルナビゲーションシステム）の台頭等もあり、増加の勢いが一時期に比べ
てやや鈍化しています。（図５）
　保険医療分野の情報化の一つとして推進されているレセプト（診療報酬明細書）の電算化については、
着実に普及していることがわかります。（図６）
（３）　今後更なる市場規模の拡大が見込まれるクラウドサービス　
　利用者が必要なコンピュータ資源を「必要な時に、必要な量だけ」サービスとして利用できる、従来と
は全く異なる情報通信システムの利活用策であるクラウドサービス５の市場規模は、SaaSを中心に拡
大が見込まれています。（図７）
　このように、情報化は、個人のライフスタイル、産業界や経済活動における様々な場面で深く浸透し
ており、今後も進展が見込まれています。

注１　カード状またはタグ状の媒体に、電波を用いてデータを記録または読出しを行い、アンテナを介して通信を行う認識方法。   
注２　生体認識。指紋、網膜、虹彩、音声など、生物個体が持つ特性により認識するもの。
注３　安全性、輸送効率の向上等を目的に、最先端の情報通信技術等を用いて、人と道路と車両とを一体のシステムとして構築する道路交通システム。 
注４　渋滞や交通規制などの道路交通情報をリアルタイムに送信し、カーナビゲーションなどの車載機に文字・図形で表示する情報通信システム。  
注５　利用者に対して、インターネット等のブロードバンド回線を経由し、データセンタに蓄積されたコンピュータ資源を遠隔地から提供するサービス。 

図４　自動認識機器出荷金額の推移（全国）

資料　（社）日本自動認識システム協会資料

図６　レセプト電算処理システム普及率の推移
　　　　　　　　　　（全国）

資料　社会保険診療報酬支払基金資料

図５　ＩＴＳシステムの推移（全国）

注　　ETC利用率は各年12月の高速道路利用車における割合。2003年度以前
のカーナビは元資料より算出。

資料　（財）道路システム高度化推進機構資料、（財）道路交通情報通信システム
センター資料、一般社団法人電子情報技術産業協会「民生用電子機器国
内出荷統計」

図７　クラウドサービスの市場規模推計（全国、2009年）

注　　ここでは、Saas（受注ソフトウェア、業務用パッケージ、コンピュータ等
基本ソフト、SI）、PaaS（情報処理サービス、システム等管理運営委託、DB
サービス）、IaaS（データセンタ）と分類して推計。

資料　総務省「スマート・クラウド研究会報告書」
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６　アジアの比重が増す東京の貿易
（１）　アジアとの関係が強まる日本の貿易
　日本の輸出は2002年から、輸入は2003年から順調に増加し、輸出は2007年、輸入は2008年がピークと
なり、それぞれ、2000年の約1.6倍（輸出）、約1.9倍（輸入）まで拡大しました。2008年秋のリーマンショッ
クを経て、2009年に貿易額は大きく落ち込みましたが、2010年にはほぼ2005年の規模にまで回復しまし
た。相手国別にみると、アジアとの貿易が増加に大きく寄与しています。2000年にはアメリカが日本の
最大の輸出入相手国でしたが、2010年では中国が最大の相手国となっています。中国だけでなく他の
アジア諸国の占める割合も高く、アジアNIESは輸出で大きな割合を占めています。（図１）
（２）　全国の輸出で大きな割合を占める自動車
　2010年のアジア、アメリカ、EUに対する輸出入の品目別構成比をみると、輸入についてはアジアは
電気機器、アメリカは食料品、EUは化学製品の割合が高く、輸出についてはアジアは電気機器と一般
機械が、アメリカ及びEUは輸送用機器と一般機械が大きな割合を占めています。（図２）　主な輸出入
相手国・地域別に、上位３位の品目を2000年と比較すると、アメリカ、EUへの輸出では、2000年、2010年
とも自動車が１位ですが、2000年で2位だった科学光学機器の割合は低下しました。中国、アジアNIES、
ASEANへの輸出では、半導体等電子部品や鉄鋼が2000年、2010年とも上位になっています。次に輸入
をみると、アメリカからの輸入では、2000年に２位だった肉類の割合が2010年には低下し、代わって
穀物類が１位となっています。中国からの輸入では、衣類・同付属品が2000年、2010年とも１位ですが、
2010年におけるその割合は低下し、代わって電算機類の割合が上昇し、2010年には２位になっています。
（表１）

図１　相手国・地域別輸出入額の推移（全国）

注　　アジアNIES：韓国、台湾、香港、シンガポール/ASEAN：インドネシア、フィリピン、
ベトナム、タイ、ミャンマー、マレーシア、カンボジア、ラオス、シンガポール、ブル
ネイ。中国には香港は含まない。シンガポールはアジアNIESとASEAN双方に含ま
れるが、図にはアジアNIESのみに計上。

資料　財務省「貿易統計」

表１　国・地域別上位３位輸出入品（全国、2000・2010年）

注　　（　）は、各国・地域の総額に対する構成比。
資料　図１に同じ

図２　地域別・商品別輸出入額構成比
　　　　　　 （全国、2010年）

資料　図１に同じ
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第６節　アジアの比重が増す東京の貿易

（３）　輸入額が輸出額を上回る東京港
　全国の港の貿易額を比較すると、成田空港が１位、名古屋港が２位で、東京港、横浜港、神戸港がこれ
に続いています。全国の国際貨物輸送について、海運、航空別の構成比をみると、金額ベースでは海運が
約４分の３、航空が約４分の１を占めますが、重量ベースでは海運が99.7％を占めています。（図３）
　東京港、成田空港、羽田空港の貿易額をみると、国内貨物中心の羽田空港は輸出入額は小さくなって
います。成田空港の推移をみると、2007年をピークに2008年、2009年と輸出入額ともに大幅に減少しま
したが、2010年にはピーク時の８割程度まで回復しています。東京港では、輸入は2008年、輸出は2007年
をピークに2009年まで減少しましたが、2010年に増加に転じました。成田空港では輸出入額がほぼ同水
準で推移していますが、東京港では2001年以降輸入額が輸出額を上回り、その差は拡大傾向にあります。
（図４）
（４）　中国との貿易額が大きい東京港
　相手国・地域別に東京港の貿易額をみると、アジアが輸出入ともに増加しており、2010年では東京港
全体の貿易額の約６割を占めています。なかでも中国の伸びは輸出入ともに大きく、額もアジアの半数
を超えています。（図５）
（５）　輸出・輸入とも多い機械類・輸送用機器
　東京港及び成田空港の貿易額の品目別構成比をみると、機械類・輸送用機器の分野が輸出入ともに
最も大きな割合を占めています。輸出をみると、その次に化学製品が多く、東京港で11.4％、成田空港で
8.9％と1割程度を占めています。次に輸入をみると、東京港では食料品が20.0％と高く、大消費地に近接
しているためと思われます。一方、成田空港の輸入では食料品の割合は1.1％と低く、代わって化学製品
の割合が比較的高く、13.8％を占めています。（図６）

図３　港別輸出入額（全国、2010年）、海運・航空別国際
貨物輸送量・輸送額構成比（全国、2007年度）

注　　輸出入総額上位10位の港。
資料　函館税関資料、（社）日本物流団体連合会「数字でみる物流」

図５　相手国・地域別貿易額、輸出入額増減率
　　　（東京港、2010／2000年）

注　　バブルサイズは貿易額で、2010年の輸出額と輸入額の計。細線はアジアの内数。
資料　図４に同じ

図４　港別貿易額の推移
（東京港・成田空港・羽田空港）

資料　東京税関「貿易年表」

図６　品目別貿易額構成比
（東京港・成田空港、2010年）

資料　東京税関「貿易概況」
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（６）　全国と比べて高い東京港のコンテナ率
　コンテナは規格化された箱を使用することにより荷役コストを削減し、効率的な物資輸送に大きな
役割を果たしています。コンテナによる輸送は、全国、東京港ともに近年増加しています。東京港はコ
ンテナによる輸送が2008年には94.8％に達しており、全国の19.3％に比べ格段に割合が高くなっていま
す。（図７）
　コンテナ輸送は港での荷役作業を大きく効率化させますが、港の荷役設備の更新が必要となります。
また、船舶の大型化により各国でもコンテナターミナルの整備が進められてきました。近年では大型船
を運航する船社の寄港地選別が進み、基幹航路の本船が寄港するハブ港と、ハブ港からのフィーダー1

船が寄港する港との二極分化が広がりつつあり、ハブ港としての地位を確保するための港間の国際競
争が激しくなっています。東京港は2008年のコンテナ取扱個数では世界24位で、2005年の20位から順位
を下げており、シンガポールや中国、韓国の主要港に比べ大きな差があります。（図８）
（７）　中部地域が最も多い関東発着貨物
　国内貨物について、関東地域の貨物輸送を発着地域別にみると、発着ともに最も多いのは中部地域、
次に東北地方となっています。関東発貨物量で最も少ない地域は四国、関東着貨物量で最も少ないのは
北海道となっています。また、品目別にみると、発着ともに最も貨物量が多いのは金属・機械で、発量で
は26.0％、着量は23.5％を占めています。（図９）
　東京の国内貨物を輸送機関別にみると自動車によるものが89.6％と約9割を占めており、海運が8.9％、
鉄道が1.5％となっています。自動車のトリップ形態（発、着、域内）別の内訳をみると、東京の地域内で
の輸送量（域内量）が39.4％と最も割合が高くなっています。また、東京から他道府県への輸送量（発量）
は21.1％、他道府県から東京への輸送量（着量）は29.1％と、着量が発量を上回っています。（図10）

注１　フィーダーとは、航路の枝線。

図７　外貿貨物コンテナ化率の推移（東京港、全国）

資料　東京都「東京港港勢」、（社）日本港湾協会「数字でみる港湾」

図９　地域別貨物発着状況、品目別貨物量構成比
　　　　　（関東、2007年度）

資料　（財）運輸振興協会「数字でみる関東の運輸の動き」

図８　港湾別コンテナ取扱個数（世界、2005・2008年）

注　　各年の上位５港と東京。（　）は順位。ＴＨＵはコンテナ取扱の
単位、１THUは２０フィートコンテナ１個。

資料　（社）日本港湾協会「数字でみる港湾」、国土交通省資料

図10　国内貨物輸送機関別・トリップ形態別
輸送量構成比（東京、2008年度）

注　　発量とは東京から他道府県への輸送量。
着量とは他道府県から東京への輸送量。

資料　国土交通省「貨物地域流動調査」
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第６節　アジアの比重が増す東京の貿易／第７節　経済効果の大きい観光消費

７　経済効果の大きい観光消費
（１）　国際観光収支が赤字の日本
　全国の訪日外客数と出国日本人数の推移をみると、出国日本人数は訪日外客数を大きく上回ってい
ます。ここ10年では出国日本人数はおおむね横ばいで推移しているのに対し、訪日外客数は増加傾向と
なっています。2009年には出国日本人数、訪日外客数とも減少しましたが、2010年には上昇に転じてい
ます。訪日外客数の国・地域別内訳をみると、韓国、台湾、中国等のアジアが増加しており、とりわけ中国
は2001年からの10年間で約3.6倍に達しています。一方、アメリカは微増にとどまっており、訪日外客数
におけるアジアの比重が高まっています。（図１）
　2009年の各国の国際観光収支をみるとアメリカ、スペイン、フランス、イタリアでは収入が支出を上
回っていますが、ドイツ、イギリス、日本では支出が収入を大きく上回っており国際観光収支は赤字と
なっています。また、日本の国際観光収入の規模は23位と低い位置にあり、外国人訪問客数も他国に比
べ少なく、アジアでも中国、マレーシア、香港、タイ、マカオ、韓国等を下回っています。（図２）
（２）　観光目的が多いアジアの旅行者
　訪日目的を国別でみると、香港や台湾からは観光の割合が最も高くなっています。一方アメリカやイ
ギリスからは観光より商用の割合が高くなっており、ビジネスの旅行者も多くなっています。（図３）
　都市別で国際会議の開催件数をみるとシンガポールが件数を大きく伸ばしています。東京も増加傾
向にありますが、2009年では11位と2008年の６位から後退しており、シンガポールのおよそ５分の１に
とどまっています。（図４）

図１　訪日外客数、出国日本人数、国・地域別
訪日外客数の推移（全国）

資料　日本政府観光局「訪日外客統計」「日本の国際観光統計」

図３　国別訪日目的（全国、2009年）

資料　日本政府観光局「訪日外客訪問地調査」

図２　国別国際観光収支、外国人訪問者数
　　（世界、2009年）

注　　収入上位５位と支出上位５位及び日本。
資料　日本政府観光局「日本の国際観光統計」

図４　都市別国際会議開催件数の推移（世界）

注　　2009年の開催件数上位５都市及び東京。
資料　日本政府観光局「国際会議統計」
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（３）　訪日外国人の約６割が東京を訪問
　都道府県別に訪日外国人の訪問率をみると、観光とともにビジネスの拠点でもある東京には訪日外
国人の58.8％が訪れており、２位の大阪の24.4％と大きな開きがあります。都市・観光地別では新宿を筆
頭に銀座・有楽町、浅草、渋谷、秋葉原などには20％を超す外国人が訪れており、上位10位のうち８つを
東京が占めています。（図５）
　また、外国人の延べ宿泊者数でも、東京は他道府県よりひときわ多くなっています。東京の外国人延
べ宿泊者数は２位大阪の３倍強となっており、京都の８倍近くになっています。東京の宿泊者における
外国人の割合は18.5％で、宿泊者のおよそ５人に1人は外国人です。（図６）
（４）　東京の訪日外国人の半数が観光・レジャー目的
　2010年４-12月期で東京に宿泊した外国人旅行者の主な来訪目的をみると観光・レジャーが52.4％と
半数を超えており、次いで商談等その他ビジネス、親族・知人訪問、国際会議の順となっています。（図７）
（５）　減少した観光消費額
　東京の観光客数は2007年をピークに減少しており、2009年は延べ約４億２千万人となっています。そ
のうち外国在住者の人数は、2008年までは順調に増加していたものの、景気低迷や円高、新型インフル
エンザの流行等により、2009年は減少に転じています。2009年の観光消費額は景気低迷の影響もあり、
前年から減少し約3.9兆円となりました。なお、観光消費額が都内経済に及ぼす影響は大きく、東京都の
調査によると2009年の生産波及効果は約8.7兆円で、都内生産額の5.2％となっています。（図８）

図５　都道府県別、都市・観光地別
訪日外国人の訪問率（全国、2009年）

注　　上位10位。
資料　図３に同じ

図７　主な来訪目的別訪日外国人数構成比
　　（東京、2010年４-12月期）

注　　東京に宿泊した外国人旅行者が対象。
資料　観光庁「訪日外国人消費動向調査」

図６　都道府県別外国人延べ宿泊者数、
宿泊者における外国人の割合（全国、2009年）

注　　外国人延べ宿泊者数上位10都道府県。
資料　観光庁「宿泊旅行統計調査」

図８　在住地別観光客数・観光消費額の推移（東京）

注　　棒グラフは観光客数。
資料　東京都「観光客数等実態調査」
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第７節　経済効果の大きい観光消費

（６）　買物代金のトップはカメラ・ビデオカメラ・時計
　2010年４－12月期の外国人旅行者の日本国内における旅行中の１泊当たり支出額をみると、支出額
が最も多いのは香港で17.6千円となっています。また、平均泊数が最も多いのはアメリカで19.5泊となっ
ています。韓国、台湾、中国の訪日外客数上位３国を比較すると、中国は１日当たりの支出額が低いもの
の、平均泊数が長く、１人当たりの旅行中支出（１泊当たり支出額×平均泊数）では１番多く支出してい
ます。（図９）
　2010年４－12月期の東京に宿泊した外国人旅行者の支出額を費目別にみると、宿泊料金が5.4万円で、
次いで買物代4.6万円となっています。買物代で最も額が大きいのは「カメラ・ビデオカメラ・時計」で「服
（和服以外）・かばん・靴」が続きます。一方購入率をみると「菓子類」や「その他の食料品・飲料・たばこ」が
高く、３分の１以上が購入しています。（図10）
（７）　羽田空港の国際化で期待される経済効果
　観光やビジネスの国際航空旅客需要の増加に対応するために、羽田空港では新たな滑走路や空港
ターミナルを整備し、2010年10月に国際定期便の本格的な運航が始まりました。この拡張事業により
羽田空港の発着枠は最終的に１日1,114便にまで拡大する予定です。発着回数と発着枠の推移をみると、
発着枠の拡大にしたがって発着回数は増加しており、今後旅客数も大きく増加することが期待されま
す。（図11）
　羽田空港とともに成田空港においても整備が実施されており、発着回数の増加が図られています。こ
の首都圏空港における国際空港機能拡充は大きな経済波及効果をもたらすことが予測されており、訪
日外国人が219万人、海外渡航日本人が387万人増加し、国内消費額は全体で4,111億円の増加が見込ま
れています。（表１）　
図９　国・地域別１泊当たり旅行中支出額、

平均泊数（全国、2010年４-12月期）

注　　訪日外客数上位７位。
資料　図７に同じ

図11　羽田空港の発着回数と発着枠の推移（東京）

注　　6:00～8：30の到着、20:30～23：00の出発及び23:00～6:00の
発着を除く発着可能回数。定期便の発着回数（発着容量）は「利用
時間帯の発着可能回数」から公用機等の枠（現段階での設定数は
30便）を引いたものとしている。

資料　国土交通省「国土交通白書」「東京国際空港（羽田空港）再拡張事業
の概要」

図10　費目別日本訪問中の購入者単価、購入率
　　（東京、2010年４-12月期）

注、資料　図７に同じ

表１　首都圏空港における国際航空機能拡充による
経済波及効果（全国）

注　　発着回数の拡大は成田は年間２万回、羽田は年間5.1万回で見込ん
でいる。国内消費は航空運賃、宿泊、食事、土産、現地交通費等の合計
額。2009年時点での2011年の推計値。

資料　国土交通省資料
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８　求められる電力不足への対応と、環境問題への取組
（１）　電力不足への対応
　東日本大震災による原子力発電所の事故に伴い、電力不足への対応が緊急の課題となっています。電
力需要を部門別にみていくと、近年、工場等の産業部門は減少傾向にあるのに対して、事務所や第三次
産業の事業所等の業務他部門、及び家庭部門の需要が伸びています1。事務所や家庭を含めた節電の取
組が大切なことがわかります。（図１）
　また、東京電力等の電力事業者（自家発電は含まない。）に対する大口電力需要2の実績を月ごとにみ
ていくと、全国電気事業者合計と、東京電力分のいずれにおいても、７月が最も高く、次いで９月が高く
なっています。夏場の節電の取組が重要なことが推測されます。国の電力需給緊急対策本部が2011年５
月13日に「夏季の電力需給対策について」を発表するなど、夏季の節電が課題となっているのには、こう
した背景があると考えられます。なお、東日本大震災とそれに伴う計画停電のあった2011年３月の東京
電力分の実績は約549万MWｈと、2010年３月の実績約666万MWｈの８割強にとどまっています。（図
２）
　なお、東京電力管内の大口電力需要の実績を業種別にみると、2010年度では製造業が約6,202万MWｈ
に対して、鉄道業が約636万MWｈ、その他が約1,357万MWｈとなっています。製造業の内訳をみると
機械器具製造業が最も多く、次いでその他製造業、化学工業、鉄鋼業の順になっています。製造業では、
多くの業種で近年は減少傾向にありましたが、2010年度には前年度より増加した業種が多くなってい
ます。（図３、図４）

注１　産業部門：第一次・第二次産業の工場・事業所内エネルギー消費。　業務他部門：第三次産業の事業所内消費や、第一次・第二次産業の工場などから独
立した間接部門事務所内消費等。　なお、電力需要合計（含む電力損失）には、このほかに総配電熱損失、転換部門自家消費、運輸部門（企業・家計によ
る旅客・貨物の輸送用消費であり運輸事業者分ではない。）等が含まれる。

注２　主として動力を使用する電力需要で、契約電力（出力）が500ｋW以上の需要。

図1　部門別電力需要の推移（全国）

資料　資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」

図３　業種別大口需要実績の推移（東京電力管内）

資料　図２に同じ

図２　月ごとの大口電力需要実績の推移
　　（全国・東京電力管内）

資料　資源エネルギー庁「電力調査統計」

図４　製造業業種別大口需要実績の推移（東京電力管内）

資料　図２に同じ
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第８節　求められる電力不足への対応と、環境問題への取組

（２）　新エネルギー導入の取組
　地球温暖化問題への取組が求められていたところへ、深刻な電力不足の問題が発生したことで、新エ
ネルギーの活用促進の重要性が一層高まっています。これまでの新エネルギー導入量をみると、黒液・
廃材等3が最も多くなっています。また、バイオマス熱利用や風力発電、太陽光発電等が増加傾向となっ
ています。（図５）
　また、太陽電池の活用に対する関心も高まっています。太陽電池の総出荷量をみると、国内向けにつ
いては2009年度、2010年度に住宅の電力用を中心に大幅な伸びを示しており、また海外向けについては
年々大幅に増加していることがわかります。（図６）
（３）　企業における環境意識の高まり
　節電や新エネルギーの導入を進めていくために、企業においても環境意識を一層高めていくことが
期待されます。企業の環境への関心を示す一例として環境に関する国際規格であるISO14001の取得状
況があります。ISO14001を取得した事業所を示す環境マネジメントシステム適合組織件数をみると、
近年若干の減少もみられるものの、この10年ほどで大きく増加したことがわかります。（図７）
　ISO14001の認証を取得した目的としては、「社員の品質意識・環境意識の向上」が63.5％と最も多く、
次いで「製品又はサービスの質、環境パフォーマンスの向上」が41.6％、「取引先、親会社からの要求」が
39.3％と続いています。（図８）

注３　製紙・パルプ工場において発生する木材を起源とする廃棄物であり、いずれもバイオマスの一種であるが、製紙・パルプ工場の副産物として固有に
得られること、産業蒸気発生及び自家用発電の燃料として特殊なボイラーでエネルギー回収されており一般の利用が困難であること等から、バイ
オマスと区分している。

図５　新エネルギー導入量の推移（全国）

注　　黒液・廃材等の2007年度は暫定値。
資料　環境省「環境統計集」

図７　都道府県別環境マネジメントシステム
適合組織件数の推移（全国）

注　　各年3月末現在の数値。
資料　（公財）日本適合性認定協会資料

図６　仕向先別太陽電池総出荷量の推移（全国）

資料　一般社団法人　太陽光発電協会資料

図８　ISO14001認証取得の目的（全国、2010年）

注      複数回答。
資料　図７に同じ
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