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第２節 首都圏の構造的な特性 

（１）日本経済を牽引する首都圏 

前述のように、首都圏は、多彩な文化資源を有しながら、多くの学術・研

究機能を擁し、圧倒的経済力により日本経済を牽引してきた。事実、我が国

の県内総生産の全県計が1991年度からの20年間で19.4兆円増加7したうち、首

都圏の増加分は15.9兆円で全県計の82％を、東京圏の増加分は14.5兆円で全

県計の75％を占めている。 

日本経済が低迷してきた中でも、首都圏は日本の国内総生産の大部分を創

出しており、首都圏の中でもとりわけ東京圏が、日本経済の牽引役として大

きな役割を担ってきた。 

今後、ますます激化する国際競争のもとで我が国が勝ち残っていくために

は、首都圏が引き続き日本経済の牽引役としての機能を果たしていく必要が

あり、そのための首都圏の機能向上を図っていくことが重要である。 

 

（２）二重構造の人口流入と高齢化 

１）東京圏への一極集中の進展 

首都圏、中でも東京圏は、その巨大な経済力により日本経済を牽引してき

た。しかし、そのことは同時に東京への一極集中を進展させてきた。1950年

代以降、全国から東京圏への人口流入が、バブル崩壊後のわずかな期間を除

き一貫して続いている。大阪圏及び名古屋圏8と比較すると、1970年代の半ば

以降、大阪圏及び名古屋圏は転出入が差し引き数万人以内のほぼ横ばいで推

移しているのに対して、東京圏だけが突出し、かつ一貫して転入超過となっ

ており、全国規模で首都圏への人口流入による一極集中が続いている。 

このような一極集中は首都圏内でも生じている。すなわち、広域首都圏内

の都県別の人口転入・転出の状況に目を向けると、2014年に転入超過となっ

たのは東京圏の１都３県のみである。さらに、東京圏への転入者の転入元を

見ると、３分の１は東京圏以外の広域首都圏から転入しており、一極集中は

むしろ広域首都圏内で顕著となっている。 

このような首都圏内での東京圏への人口集中は、高度成長時代に大きく進

展し、当時、東京圏以外の首都圏は大幅な転出超過となっていた。しかし、

その後、既成市街地から都市開発地域への誘導や、筑波研究学園都市、鹿島

臨海工業地帯、業務核都市等の整備により、特に北関東を中心に東京圏以外

                         
7 平成３年度（平成７年基準）、平成23年度（平成17年基準）の県内総生産から増加分を算出している。 
8 大阪圏：京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、名古屋圏：岐阜県、愛知県、三重県をさす。 
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の首都圏でも転入超過への転換が図られ、一時は東京から首都圏エリアへの

分散が進展した。しかし、昨今これらの地域でも再び転出超過となり、首都

圏内での東京圏への一極集中が進んでいる。 

 

 

図 都県別転出入状況の変化 

 

この結果、東京圏ではいまだ明確な人口減少局面に入っていないが、広域

首都圏における東京圏以外の圏域、特に中山間地域や島しょ部及び半島地域

においては全国と同様に人口減少が進んでおり、これらの地域では地域住民

の生活を維持していけるかという不安が現実のものになってきている。 

 

２）高齢化に関しての二重構造 

高齢化に関しても、東京圏と東京圏以外の首都圏では、同様の二重構造が

存在する。東京圏の高齢化率（2010年）は全国より低いが、東京圏以外の広

域首都圏の高齢化率は全国より高くなっている。 

ところが、2025年以降の高齢人口についてみると、東京圏以外の広域首都

圏で高齢人口が減少することになるが、東京圏では高齢人口が加速度的に増

加すると推計されている。 
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（出典）2040年までは国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」 

（平成25年3月推計）の中位推計。2045年及び2050年は国土交通省国土政策局 

による試算値。 

図 東京圏及び広域首都圏における高齢人口の推移（2010年＝1） 

 

（３）首都圏の中での東京圏への一極集中 

１）リスクを増加させる一極集中の進行 

前述のように、東京圏が戦後復興を経て国際競争力を高め、経済成長を遂

げる中で、一極集中が進展してきた。一極集中は、東京圏にとって経済効率

性を高め、国際社会での東京圏の存在感の向上にも寄与してきた側面がある。

また、半径50キロメートルの広い都市圏域で捉えると、一極集中は東京圏だ

けでなく、ロンドンやパリ等を含む諸外国の都市圏でも起きている現象であ

ることを踏まえる必要がある。しかしその一方で、東京圏にとっては過密・

渋滞・混雑の問題を発生させ、地方にとっては若年人口の流出による活力の

低下等の弊害をもたらしてきた。このため、一極集中の是正は、全国的には

もちろんのこと、首都圏の中でもこれまで一貫して重要な政策課題とされて

きた。そして、このような問題に加え、今日、一極集中がより重大かつ深刻

な問題をもたらすことが危惧されている。より重大かつ深刻な問題とは、一

極集中が日本経済全体のリスクを日々高めているということである。 

首都直下地震は、30年以内に７割の確率で生じると言われ、また、昨今の

気候変動により、大規模水災害等の巨大災害のリスクが高まっている。その

ような中で、日本経済の牽引役として、ゼロメートル地帯も多数抱えている

（倍）
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東京圏へ中枢機能の集積が更に進展することは、それら中枢機能が同時に被

災するリスクをますます高めていることにほかならない。日本経済をリード

する企業が東京圏に集中していることにかんがみても、この問題は東京圏だ

けにとどまらず、日本経済全体にとって極めて大きなリスクとなっている。

また、日本経済の国際社会への影響を考えると、一極集中の進行は世界的な

リスクをも高めていることを認識する必要がある。このようなリスクを軽減

するためにも、東京圏への一極集中の是正を図っていく必要がある。 

一極集中にともなうリスクを軽減すると言っても、単に一極集中を是正す

るだけでは不十分である。すなわち、日本は世界との厳しい国際競争に勝ち

抜いていかなければならず、首都圏は、その牽引役として機能しなければな

らない。したがって、東京の世界都市としての機能を向上させ、そのパワー

を 大限活用していくことも不可欠である。このため、東京圏の機能強化と

同時に一極集中の是正を図っていくことが重要である。 

その際、全国的に一極集中是正を図ることも必要であるが、広域的な分散

を進めてきた首都圏内でなお一極集中が進展していることを踏まえ、まず首

都圏の中で率先して一極集中是正に取り組むことが重要である。 

 

２）面的な対流の可能性 

一極集中是正の方策として、東京圏の成長を抑え込み、そこからあふれた

部分を東京圏以外のエリアに誘導していくかつての工場等制限法のような方

策が考えられる。このような方策は、日本経済が右肩上がりで拡大していた

時代には、抑え込んでもなお、それを上回る成長力があったため、一定程度

有効であった。しかし、日本経済は既に高度成長期から成熟期に移行してお

り、単なる成長抑制的な手法では日本経済全体の成長抑制も招いてしまう懸

念がある。さらに、東京圏の今日の産業の主力は第３次産業であり、特に、

金融、情報、デザイン、コンベンション等は、シンガポール、上海、香港等

といった世界都市と常に国際競争を繰り広げている業種である。このため、

東京圏の成長を抑制することは、東京圏の機能を国内から国外の世界都市に

流出させてしまうおそれがある。 

さらに、国際競争環境は年々厳しくなっており、日本の国際競争力を維持

するためには、東京圏抑制ではなく、むしろ東京圏の国際競争力を強化し、

それをいかに活用していくかが重要となってきている。 

したがって、東京圏抑制に依らずに一極集中是正を図り、東京圏と他の地

域がそれぞれの持つ魅力を高め、共に成長していくことが重要である。さら
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にその上で、首都圏が引き続き日本経済を牽引していけるよう、首都圏の発

展を図っていかなければならない。 

これに対する一つの答えとなるキーワードが「対流」である。「対流」は、

国土形成計画（全国計画）で採用された概念である。流体内では、温度差の

違いによって対流が発生する。同様に、地域においても、異なる個性が相互

に連携していくことで、ヒト、モノ、カネ、情報、知識等の活発な流れが生

じ、これが地域に活力をもたらすことになる。それぞれの主体がその特性を

活かして個性を磨き、その異なる個性が相互に連携することで新たな価値を

創造し、その新たな価値がヒト、モノ、情報等の新たな流れを生み出し、新

たな集積が形成されることで「対流」が創出される。対流は双方向に生じる

ものであり、一極集中と正反対の概念である。この対流を生み出す連携を多

数構築することができれば、一極集中でない機能分散が図られ、首都圏全体

のリスクを軽減させることが可能となる。さらに、一極集中是正に加え、世

界都市としての東京圏の機能強化が求められる中、新たな集積と従来の巨大

集積との間で、ヒト、モノ、情報等の新たな対流がより多面的、重層的に双

方向に広がることによって面的な対流を創出することができれば、東京圏の

更なる機能強化を図る中にあってもリスクを分散しつつ、首都圏全体の国際

競争力を高めていくことが可能となる。 

したがって、このような面的な対流の創出こそが、国際競争力の強化を図

りつつ、一極集中のリスクを軽減しなくてはならない首都圏にとって も重

要な課題であると考えられる。 

 

３）一極集中の進展と放射状ネットワーク 

一極集中は、国際化や情報化の進展など様々な要因によってもたらされた

ものと考えられるが、交通ネットワークのあり方も一極集中を促してきた側

面があると考えられる。すなわち、東京を中心に放射方向の交通ネットワー

クの整備が先行したことにより、ヒト、モノ、カネ、情報等の流れが東京圏、

中でも都心部に集中し、他地域に対する東京の地理的有利性を高め、これが

一極集中の流れを促すことにもつながったと考えられる。また、国際化の進

展にともない、国際空港・港湾等の海外とのネットワークの重要性が高まる

中、東京圏に国際空港・港湾のゲートウェイ機能が集中し、それに対するア

クセス性が東京圏周辺に限定されていたことも、東京圏への一極集中を加速

する要因の一つとなったと考えられる。 
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４）面的な対流創出のための交通ネットワークの活用 

面的な対流は、異なる個性の相互連携により新しい価値が創造され、その

新しい価値が新しい集積を生み、それらがヒト、モノ、情報等の新たな流れ

を創出することで初めて生み出されるものであり、何らかの交通ネットワー

クが形成されることで自然と産み出されるものではない。 

しかし、交通ネットワークが連携のしやすさに影響を与え、対流の形成に

作用する面もある。例えば、交通ネットワークが、放射状かつ一極集中方向

のみであれば、様々なものを結ぶ関係が「一対多」となり、異なる個性があ

っても、面的な対流は生まれにくい。これに対し、ネットワークに環状方向

が加わり、面的になることで、ものを結ぶ関係が「一対多」から「多対多」

に転換され、これによって、多様な個性が多様な連携をしやすい環境が生ま

れる。 

 

図 「集中」と「対流」の概念イメージ 

 

図 対流を促す面的な交通ネットワーク  

巨大集積

個性
個性

・単一であれば対流は生まれず、
単純な集積は一極集中を生む。

・個性が生じることで温度差が生
じ、その温度差が対流を生む。

対流

・さらに連携させることで高度
な面的対流を実現。

個性
個性

個性 個性

個性 個性

連 携

「一対多」から「多対多」へ
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交通ネットワークについては、前述のとおり放射方向の整備が先行して東

京圏へのヒト、モノ等の流れの集中を招き、東京圏にとっても深刻な過密・

渋滞・混雑の問題をもたらしてきた。このため、渋滞・混雑の解消等に向け

て環状方向のネットワーク整備に重点を置き、高速道路ネットワークや鉄道

網について、「放射」から「放射＋環状」への転換を図ってきた。 

この結果、首都圏の高速道路網について見てみると、1999年の時点では、

環状方向は首都圏中央連絡自動車道（圏央道）や東京外かく環状道路、首都

高速中央環状線の一部の区間が開通していたのみであったが、その後、三環

状や北関東自動車道等の整備が進展し、2025年には高速道路網が概ね完成す

ることとなる。 

これにより、首都圏全域で面的な対流を創出しやすい環境が醸成されるこ

とになる。例えば北関東では、北関東自動車道と圏央道を中心に圏域をカバ

ーする格子状の道路ネットワークが形成されるなど、単なる「放射＋環状」

を超えて、従来にはなかった面的に広がる交通ネットワークが形成されよう

としている。 

このためには、首都圏三環状道路を始めとした高速道路網の整備を促進す

る必要がある。その上で、このような交通ネットワークを積極的に活用し、

それぞれの個性に磨きをかけ、その異なる個性が互いに連携し、新しい価値

を創造し、それにより新しい集積を形成することで、これまでのヒト、モノ

等が東京圏へ一方向に向かう一極集中から、様々な方向にヒト、モノ等が行

き交う面的な対流に転換できれば、東京圏が有する国際競争力を活かし、発

展させながら、東京圏に集中する諸機能が首都圏全域に広域に分散され、一

極集中によるリスクの上昇の抑制に寄与できる可能性がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1999年（左）と2025年（中）時点の交通ネットワーク 

及び対流のイメージ（右）  

※－は開通済、事業中区間である。 
なお、ここでは事業中区間は2025年には 
開通しているものとして表記した。 
また、…は現在未事業化区間である。 

※…は2027年開業予定のリニア中央新幹線
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また、このことは、形成される面的な交通ネットワークを 大限「賢く使

い」、そのインフラの「ストック効果」を 大化することにほかならない。 

このような観点から、面的に広がる交通ネットワークを活用して、東京圏

に集中している機能を分散させてヒト、モノ等の新しい対流を、まず、首都

圏の中から創出することが重要である。 

 

（４）東京の世界都市機能強化等 

１）東京自体の防災力の向上 

このように、一極集中を面的な対流に転換し、リスクを軽減していく必要

があるが、それだけでは日本のリスク軽減を図ることはできない。すなわち、

国際競争力の強化に不可欠な機能の多くは東京に継続して集積し続けていく

と考えられることから、東京の防災力を向上させることが肝要であり、この

ことは、我が国や世界に対する首都圏の責務であると言える。 

したがって、一極集中の是正と並行して、まちづくりと一体となった都市

防災対策、河川の氾濫防止対策や下水道による浸水対策はもとより、高規格

堤防の整備などによる壊滅的な被害の防止、校庭などにおける雨水貯留浸透

の推進、災害リスクを考慮した安全な国土利用への誘導等を進めることも極

めて重要である。特に、昨今、気象災害が激甚化しており、首都直下地震へ

の対応はもちろんのこと、巨大台風や集中豪雨等への対応力を強化していく

必要がある。 

もちろん、このような東京自体の防災力の向上は日本経済のリスク軽減だ

けのために行われるものであってはならない。東京圏には約3,600万人の人々

が暮らしているが、東京の防災力の向上は、まず、そこに住む人々の生命、

財産を守るためのものでなければならない。また、東京には、日本国内から

のみならず、海外からも多数の人々が常時滞在し活動している。したがって、

東京の防災力向上は、東京に住む人々はもちろんのこと、それにとどまらず、

国内外からそこに訪れている人々の生命、財産、安全のためにも行われるも

のでなければならない。老若男女、障害の有無、日本人であるなしに関係な

く、安心して暮らし、過ごすことのできる東京を構築していくための防災力

向上を目指す必要がある。 

地球規模の気候変動が世界各地に新たな災害リスクをもたらしている中で、

高まる東京の巨大災害のリスクに対応できるような防災力の向上は、人類と

してのリスクへの挑戦でもある。巨大災害にひるまず、確固たる安全・安心

の確立に向けて東京が全力で取り組む姿を全世界に示すことによって、国際
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社会に防災面で貢献していくことも重要である。 

なお、巨大災害が発生するリスクは東京に限らない。特に、首都直下地震

については首都圏のどこでも発生する可能性がある。また、首都圏はかつて

海水が差し込む広大な草原が広がっていたことが示すように、各地で水害の

リスクを抱えており、2015年９月の関東・東北豪雨における甚大な災害に見

られるように、深刻な災害等が発生する危険にさらされている。このため、

東京圏だけでなく首都圏全体の防災力の向上に全力で取り組む必要がある。 

 

２）一極集中是正との両輪となる世界都市機能強化 

東京への一極集中を是正し、集中によるリスクを軽減するためには、面的

な対流を創出するとともに、東京自体の防災力向上も不可欠であることは前

述のとおりである。しかし、これらが実現できれば十分ということではない。

国際競争の中で我が国が勝ち残っていくためには、引き続き首都圏が日本経

済の牽引役を果たさなければならない。中でも、首都圏の国際競争力の 大

の源泉は、首都圏の県内総生産の84％（平成24年度；平成17年基準）を創出

している東京圏であり、東京は、首都圏の他のエリアはもちろんのこと、全

国、さらには世界と連携しながら、日本全体の国際競争力を高める牽引役を

果たしていかなければならない。 

したがって、グローバリゼーションが進展する中でも、東京が国際社会の

中でひときわ大きな存在感を保ち、経済、文化、外交等あらゆる側面におい

て強力な牽引力を有する世界都市となるよう、東京の更なる機能強化を図っ

ていく必要がある。 

このため、働き、住まい、滞在し、遊び、交流するなど様々な人々の活動

を、日本人・外国人を問わず、ストレス無くサポートできるような高度な都

市環境を形成していく必要がある。具体的には、省エネで効率的なオフィス

環境や住環境はもとより、外国語の通用性や高度医療、世界レベルでの教育

環境等様々なニーズに対応できる都市環境を形成していくことが重要である。 

それと同時に、東京が次世代産業の創出につながる価値創造の場として、

日本さらには世界に貢献していけるよう、これまでにないクリエイティビテ

ィを有した都市となっていくことが重要である。このため、ＩＣＴや金融、

デザインといった面でもクリエイティビティを支えられるよう機能強化を図

り、首都圏だけでなく全国のものづくりや文化活動と連携し、新しい価値を

次々と生み出せる東京を構築していく必要がある。 

また、世界都市にふさわしいものとなるためには、都市が安全で安心な基
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盤の上に成り立っていることが重要である。このため、耐震化や密集市街地

対策等はもちろんのこと、帰宅困難者、さらには海外から来日中に被災した

「帰国困難者」への対応等、海外の方も安心して過ごせるような基礎的防災

力の強化や、テロ対策など危機管理能力の強化を図っていく必要がある。

近の都心部における再開発事業地区では、建物自体の耐震性に加えて、自家

発電や滞在者以上の分の備蓄を確保するなど、周辺からの避難先となること

まで想定しているような例も見られ、これらを都市再開発の標準モデルとし

ていく必要がある。 

さらに、世界都市として国際社会で大きな存在感を発揮していくためには、

日本の歴史や文化、伝統等の良さを感じさせる美しく風格のある東京を目指

すことが重要である。そのためには、経済や安全性の面だけでなく、景観や

文化といった点でも世界の人々を魅了する側面を兼ね備えていることが不可

欠である。にぎわいの創出、災害への備え、施設の有効活用などソフト的な

活動を推進し、構築されたまちの付加価値を向上させるため、自主財源確保

の手法を採り入れたエリアマネジメント活動と連携した国際競争力強化も視

野に入れることが重要である。 

前述のように、世界都市にふさわしい、ストレスが無く、クリエイティビ

ティを有し、安全で安心で風格のある東京を構築するためには、ソフト対策

だけではなく、ハード・ソフト一体で都市機能の高度化を図っていく必要が

ある。例えば、ターミナル駅等での明確な動線は、外国人を含む来訪者にと

っての分かりやすさや災害・テロ等の際の避難・誘導のしやすさに直結する。

また、施設の老朽化は、安全・安心そのものに加えて、そこで行われる活動

の効率性や省エネ性能にも直結する。無電柱化の推進や、さらには面的な再

開発により、狭小な街区や街路をよりゆとりとオープンスペースを備えた街

に転換していくことは、風格のある都市を形成していく上での第一歩となる

ものでもある。 

既に高度な利用が図られている限られた都市空間の中でこれらを実現する

ためには、これまで以上に空間の立体的な利用が必要となる。すなわち、構

造物の免震・シールドトンネル等の技術の進展や、立体道路・大深度地下利

用などの制度整備を背景に、都市の三次元的な利用が可能になったことを踏

まえた「アーバン・リジェネレーション（都市の再生）」が不可欠である。 

東京は国家戦略特区に指定されているほか、アジアヘッドクォーター特区

など４件の総合特区が認定され、また、14の都市再生緊急整備地域及び特定

都市再生緊急整備地域が定められている。加えて、首都圏三環状道路やリニ
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ア中央新幹線の整備も進められている。東京において「アーバン・リジェネ

レーション」がこれだけ一斉開花し同時に進められるのは、関東大震災後の

震災復興、第二次大戦後の戦災復興及び1964年のオリンピック・パラリンピ

ック前後の高度経済成長期以来であり、「第４次のアーバン・リジェネレーシ

ョン期」が到来しているとも言える。 

しかも、従来の「アーバン・リジェネレーション」が平面的に展開されて

きたのに対し、今回は超高層の建築群から大深度の地下空間利用まで、世界

に類を見ない立体的な空間利用が進められている。これらの事業が実現すれ

ば、東京の機能強化によって国際的な競争力が一気に高まるだけではなく、

首都直下地震等の大規模災害に向けて多くの取組を実施していく中で、リダ

ンダンシー（冗長性、多重性）強化、強靱性向上など、都市の基礎的防災力

向上の一つの大きな糸口になる。これらの事業を前提にして首都直下地震対

策への戦略を描けることは、非常に大きな意義がある。 

また、今回の大規模な「アーバン・リジェネレーション」は、景観や環境

の再生を図り、さらに美しく風格のある東京を目指す絶好の機会と言える。 

そのような意味からも、東京における「アーバン・リジェネレーション」

を進める必要があり、これらの取組はまさに、2015年８月に大都市戦略検討

委員会が策定した「大都市戦略」で示されている「都市再生の好循環」をも

たらしていくものと考えられる。そのような「アーバン・リジェネレーショ

ン」を促進していく上で、以下のポイントに留意していく必要がある。 

第１に、美しさや風格など「洗練された首都圏」への貢献である。震災復

興は、隅田川橋梁群に代表されるように都市の風格にも配慮したものであっ

たのに対し、戦災復興や高度経済成長期の「アーバン・リジェネレーション」

は、河川空間を転用するなど効率性を重視せざるを得なかった。これらへの

反省に立ち、「第４次のアーバン・リジェネレーション」では、世界都市にふ

さわしい美しさや風格、さらには環境性能等を兼ね備えることが重要である。 

第２に、「アーバン・リジェネレーション」の効果を、単に世界都市の機能

強化に止めるのではなく、東京が抱える様々な課題解決にもつなげていく必

要がある。例えば、女性の社会参画と出生率の向上に向けて、「アーバン・リ

ジェネレーション」に合わせた職住近接や保育所など子育て環境を充実する

ことや、物流分野の労働力不足・地球温暖化への対策として、円滑な物流を

考慮した建築物の設計・運用を促す取組を推進すること等を「アーバン・リ

ジェネレーション」の中で実現していく必要がある。 

第３に、ＩＣＴなどを活用し、外国人や障害者を含めて、老若男女を問わ
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ず、誰もが知的な活動ができるような空間を都市全体で提供することが重要

である。このため、特に、どこからでも、どのようなデバイスからでもイン

ターネットやクラウド等にアクセスできる通信環境を整備することが必要で

ある。加えて、効率的な移動や位置に応じた的確な情報提供等のために、さ

らに高度な位置情報を、「屋外」はもちろんのこと、地下空間、駅、空港、オ

フィス及び図書館・博物館等の「屋内」でも利用できるようにしていく必要

がある。その上で、セキュリティの確保とオープンデータの一層の拡大を促

進することで、あらゆる人々の知的活動を支援できる、言わば「ＩＣＴを活

用した『知的活動支援都市』9」を構築していく必要がある。 

これらのポイントを踏まえて、国際情勢の変化や求められるニーズに応じ

て、規制緩和等のビジネス環境の改善と合わせ、都市機能の高度化等を持続

的に進めていくべきである。 

なお、東京の機能強化は、それだけを進めてしまうと一極集中の加速につ

ながるおそれがあるが、対流促進型国土の中で対流型首都圏の構築を図るこ

とを前提として東京の「アーバン・リジェネレーション」を推進すれば、そ

れは一極集中是正と矛盾するものではなく、東京の機能強化の効果が首都圏、

さらに日本全体にも拡がり、我が国の国際競争力の強化にもつながる。した

がって、一極集中是正と東京の世界都市機能の強化は車の両輪であるとの認

識に立ち、同時並行的に進めることが重要である。 

 

 

図 対流型首都圏のイメージ  

                         
9 英語でCognitive City Environmentとも言うべき概念。より多くの情報に基づき、自ら思考することによって、

あらゆる人々の知的活動を支援できるような都市環境を提供すること。 
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