武藤泰明
に染まりそうな空﹂と表現した︒テレビでは﹁世
界中の秋晴れを全部東京に持ってきてしまったよ
うな﹂である︒ただしその後に﹁前日までの大雨
が嘘のように東京のスモッグを洗い流し﹂と続
く︒つまり︑ふだんはスモッグで曇りだったので
ある︒だから﹁東京はいつも曇り﹂︒
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表題は詩人の大岡信︵おおおか まこと︒本年
４月他界︶の﹃地名論﹄︵１９６７︶の最後の一
文である︒現代詩あるいは詩人というと自分には
縁がないと思う人が多いが︑朝日新聞に連載され
ていた﹁折々のうた﹂がこの人である︒
１９６７年は︑まさに高度成長︒だから日本一

東京はいつも曇り
その後︑環境対策が進んだことと︑次いで日本
の製造業が国外に移転したことによって︑東京は
青空を取り戻す︒それはそれでよいことなのだ
が︑どうやら２０１６年の東京都のＧＤＰ成長率
はマイナスになった模様である︒景気動向を天気
予報の記号︵というよりイラスト︶で表すことが
ある︒景気が良ければ太陽︒不況は傘に雨︑そし

た﹂のかどうかは分からない︒確かなのは︑﹁東
京の生産﹂が︑劇的に減少しているという点であ
る︒メイド・イン・トーキョーは︑メイド・イン・
ジャパンの ％弱でしかない︒

○東京の﹁地方化﹂は防げるか

て︑その中間が雲︑つまり曇りである︒現在の東
京の景況は︑１９６０年代の空と同じく﹁いつも
曇り﹂になっている︒
念のために言えば︑東京がマイナス成長になっ
たのは︑２０１６年が初めてのことではない︒私
の手元にある﹁県民経済計算﹂を見ると︑たとえ
ば２０１２年は︑名目成長率も実質も東京都はマ
イナス成長である︒マイナスでない年も︑成長率
は日本全体と同様に低い︒そうであるにもかかわ
らず２０１６年のマイナス成長が取り上げられる
のは︑現在の東京が︑２０２０年東京オリパラ︑
そして都知事という︑記事になりやすい﹁素材﹂
を持っているためなのだろう︒
とはいえ︑東京が低成長で︑ときにはマイナス
成長であることを知ることには意味がある︒なぜ
なら︑一般的な常識は﹁東京は好況だが地方経済
はよくない﹂とか﹁東京一人勝ち﹂だからであ
る︒実はそんなことはなくて︑東京も地方も同じ
なのだ︒そしてそうであれば︑地方創生とは何な
のだろう︑とか︑東京創生があってもいいんじゃ
ないかと考える必要がある︒その意味では︑２０
２０年の東京オリパラは︑沈滞した東京の起死回
生策なのかもしれないし︑そう考えるなら︑公共
投資に成長を依存するという点において︑東京も
地方も変わるところがないということになるのだ
ろう︒

○東京の空洞化
この問題を考えていくために︑少しデータを確
認してみることにしたい︒

問題は︑たとえ消費額が大きくても︑メイド・
イン・トーキョーでなければ︑付加価値︵つまり
ＧＤＰ︶にはあまり貢献しないという点である︒
たとえば長野県産のレタスが東京のスーパーに並
ぶ︒この場合の付加価値は︑農家︑輸送者︑小売
店で配分される︒東京に落ちる付加価値は少な
い︒東京都の消費をまかなう三次産業は︑売上高
は大きいのだが︑流通業もサービス業も︑サプラ
イチェーンの最後の部分を担っているに過ぎな
い︒付加価値は各都道府県︵ないし海外︶の事業
者に﹁散逸﹂しているのである︒
とはいえ︑東京は今後の成長を消費に依存す
る︒要は︑都民の所得水準が高くなっていかなけ
ればならないということである︒アイルランドは
ダブリンを金融センターにすることで所得上昇を
実現した︒スイス︵一人当たりＧＤＰが人口１０
０万人以上の国の中で１位︶には国際機関の本部
が集中している︒さてどうすればよいか︒経済特
区やカジノでお茶を濁している場合ではない︒国
家１００年とは言わないがせめて 年くらいの展
望を持ちたいところである︒
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表 製造品出荷額 2000年と2014年の比較
(億円、％)
2000年
2014年 2014/2000
全国
3,004,776 3,051,400
1.6
愛知県
343,361
438,313
27.7
神奈川県
217,276
177,211
▲ 18.4
大阪府
180,197
165,292
▲ 8.3
静岡県
166,108
160,507
▲ 3.4
兵庫県
140,700
148,884
5.8
千葉県
114,573
138,743
21.1
埼玉県
144,740
123,908
▲ 14.4
茨城県
107,360
114,085
6.3
三重県
80,937
105,427
30.3
広島県
72,177
95,685
32.6
福岡県
73,679
84,336
14.5
群馬県
80,249
83,635
4.2
栃木県
83,522
82,938
▲ 0.7
岡山県
63,695
82,557
29.6
東京都
179,590
81,594
▲ 54.6
東北6県
180,739
167,600
▲ 7.3
四国4県
77,599
88,205
13.7
九州7県
197,541
222,051
12.4
資料:経済産業省工業統計表

武藤泰明（むとう やすあき）
1955 年生まれ。1980 年東
京大学大学院修士課程修了。
株 式 会 社 三 菱 総 合 研 究 所、
主席研究員を経て、2006 年
早稲田大学スポーツ科学学術
院教授嘱任。 専門はマネジメ
ント。

さて︑曇り空の東京は︑今後どのように成長し
ていくのか︑いけるのか︒より一般化して言え
ば︑首都とはどのように成長するところなのだろ
う︒間違いないのは︑﹁公共投資とインバウンド
観光で成長してはならない﹂ということで︑それ
は︑地方の仕事である︒これをちゃんと認識して
おかないと︑いつの間にか東京がこの２つで成長
するというシナリオになっていく危険を感じる︒
﹁東京の地方化﹂である︒製造業で復活すること
は︑この２つより︑もっと難しい︒
少し安心できるデータを見てみよう︒
①東洋経済によれば︑上場会社の本社の ％︑外
資系有力企業の本社の ％は都内にある︒
②東京都の１人当たり県民所得は４５０万円で
位である︒平均雇用者報酬は年額６３１万円
でこれも 位︒
つまり︑東京には本社が集中していて︑所得の
高い人が多い︒この人たちの消費が多いことによ
って︑東京のＧＤＰが成り立っている︒ついでに
言えば︑神奈川県や埼玉県︑あるいは千葉県から
東京都に通勤している人たちは︑お昼ご飯やアフ
ター５で東京の消費に貢献している︒東京都を国
と考えるなら︑このような人たちは﹁インバウン
ド消費﹂をしてくれている︒
1

の京浜工業地帯を擁する東京は晴天が少ない︒人
工衛星がとらえた東京は真っ黒だった︒環境規制
も少なかったので︑今の中国の大都市よりひどか
ったんじゃないかと思う︒
たまに︑晴れの日もあった︒有名なのは１９６
４年の東京五輪の開会式の 月 日︒ＮＨＫラジ
オのアナウンサーは実況で﹁手を入れると真っ青

①東京都のＧＤＰは 兆円︒東京が国だとする
と︑世界で 番目あたりである︒もちろん都道府
県の中では最大で︑２位の大阪府 兆円︑３位愛
知県 兆円を大きく引き離している︒
②この 兆円の中で︑東京都の工業︵製造業︶生
産は６兆円強である︒１位は愛知県の 兆円で︑
東京は２位だがその半分程度しかない︒
③少し意外かもしれないが︑建設業は東京都が
１位で４兆円︑２位は愛知県の１・７兆円︒
④東京都の第二次産業比率は ％で全国最下位
である︒下から２番目が沖縄県で ％︒ ％で鳥
取県がこれに続く︒
⑤逆に第三次産業比率は ％で１位︒２位は高
知県︵ ％︶︑３位大阪府︵ ％︶︑４位福岡県
︵ ％︶︑５位鳥取県︵ ％︶と続く︒東京が突
出している︒
もっと驚けるデータを紹介しておきたい︒工業
製品の出荷額である︒表のとおり︑東京は２０１
４年には 位で８兆円︵出荷なので前述の﹁ＧＤ
Ｐの中の生産﹂の６兆円より数字が少し大きくな
る︶なのだが︑２０００年には 兆円弱で４位だ
った︒つまり︑ 年間で半分以下になった︒埼玉
県と神奈川県も︑これにつれて︑ということなの
だろう︒落ち込んでいる︒
製造業の空洞化というと︑地方の工場が閉鎖
されて国外に移転するというイメージを持ちが
ちである︒しかし実際には︑この 年で︑東北は
あきらかに震災の影響が見られるものの︑四国・
九州の出荷額は伸びている︒表には示していない
が︑大分県は ％も増えている︒もちろん︑この
データだけでは︑﹁東京の工場が海外に移転し
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