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グローバル都市システムにおける東京の地位変遷
― 金融面からの検証を中心に ―

藤　本　典　嗣

要　　旨

「グローバル」と「世界」は，国家間の国境がなくフラットな中で諸経済フローが地球中の空間に展開する状態と，国

境は存在するものの世界経済の中に諸経済フローが中核・周辺などの階層に包摂されていく状態とに区分される．金融は

その地理的な流動において，国際決済通貨や証券・債権のいずれにおいても価値尺度の世界的共通性もあり，前者のグ

ローバルな性質を内在している．

1986年に「世界都市仮説」が John Friedmannにより提示されて以降，金融指標をはじめとする諸経済フローを用いて，

世界の主要都市の地位・序列を様々な統計手法でランキング化し，都市間の階層構造を明らかにする試みが，英語圏・本

邦の都市研究の中でも，都市システム研究により主におこなわれてきた．

そのなかで，GaWC （Globalization and World Cities） 研究ネットワークなどの英語圏の研究の多くは，欧米を主眼に置い

た都市間結合を明らかにしているが，多くの文献で東京の地位が下がったことが指摘されている．

本稿は，都市システムの階層構造の中で，金融面に着目し，東京がどのように位置付けられるのかの分析をおこなっ

た．まず，国内における金融面での東京の地位について，従来から地域構造論で扱われてきた預貸率分析に加え，日本銀

行券受払の本社・支店別収支からも，明らかにした．他方で，グローバル都市システムにおける，東京の地位について

は，株式時価総額，外国為替取引額や関連する指標を用いながら，国民経済規模との関係で，その位置付けを検証した．

国内では，その地域的経済規模以上の，金融機能が集中している東京であるが，国際比較においては，日本の国民経済

の規模と同程度の国際金融機能を量的に有していることが，株式時価総額，外国為替市場取扱額などの数値から明らかに

なった．また，東京の地位が下がっていることが確認されるのは，香港，シンガポールなどの新興市場や，ロンドンとの

比較の上であり，大半の国の世界都市は，その都市がグローバルな結節となる国・地域の国民経済規模未満の国際金融機

能しか有していないことが明らかになった．

キーワード　都市システム，預貸率，銀行券受払，金融機能，地位変遷

Ⅰ　はじめに

世界都市を核としたヒト・モノ・サービス・マ

ネーのグローバルな都市間流動が，国境を不鮮明

にしつつある．なかでも「価値尺度」「支払や交

換媒体」「価値貯蔵」において，ヒト・モノ・

サービスよりも世界的共通性が高い特質をもつマ

ネーにおいて，国境をフラットにこえるグローバ

ルな取引が，大規模かつ迅速におこなわれてい

る．高速交通・情報通信網により結合されたロン

ドン・ニューヨーク・東京・フランクフルト・パ

リをはじめとする世界都市間では，銀行・証券取

引・為替取引などの金融市場やネット取引などの

サイバー空間を通じ，瞬時にマネーが移動してい

る （ノックス・テイラー，1997）．

グローバルな金融の流れは，国同士の結合では

なく，大規模な都市同士の結合により発生する面

が強く，なぜ都市間で流動するかの要因分析は，

主に世界都市論において取り扱われてきた1）．

1986年に「世界都市仮説」が提示され，1996年に

は，中間報告として10年間の展望が示された．

そこでの統括は，5つにまとめられるが，①世界

都市によって，地域，国家，国際の各経済が世界

経済へと分節及び連接されるという結節性，②中

心部 （中核） における資本蓄積という中核・周辺

関係，③高次の社会経済的相互行為を実現する大

規模都市空間という人口・産業の稠密地帯の空間

的拡大，④世界都市秩序のランクを最終的に決定

するのは，一都市の世界的投資を引き寄せる能力
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年代以降は，東京で貸出される比率が高くなって

いる現状を明らかにしている．1970年代までは，

重厚長大型産業の設備投資先として工業地域を抱

える地方圏でも預貸率が 1を超えている地域が

あったが，バブル経済期に入った1980年代以降

は，不動産の高利率の運用先としての東京の預貸

率が高くなり，全国で集められた預金は，都道府

県レベルでの地域内での貸し出しによる地域内循

環のみならず，域外，特に東京に流出し，そこで

の不動産投資を中心とした貸出の資金循環が明ら

かにされた．

間接金融の仲介機能を経由した，資金需要と供

給のミスマッチの構図は，直接金融・間接金融の

両面において1980年代から2010年代において，

一貫して継続している．直接金融においては，各

地域の証券取引所・商品取引所の統廃合，地方圏

の証券取引所の取引高の減少，なかでも2013年

の大阪証券取引所と東京証券取引所の合併や，間

接金融における都銀の合併による大阪・名古屋・

北海道の本社・本店の消滅・縮小と東京本社の拡

大・新設，都市再生事業による東京の不動産物件

の高利継続とそれに伴う不動産投資の拡大など，

国内における金融の最大の結節点としての東京の

地位を，最もかつ継続的に高いものとしている2）．

東京への金融機能の集中が継続していることを

間接金融の面から示す一指標として，地域構造論

でも対象とされてきた預貸率を，2017年 3月の数

値で第 1図に示すと，0.8をこえるのは，福岡県

（0.82），愛媛県 （0.81），東京都 （0.81） の 3都県の

みである．一部の例外を除き， 非首都圏では低い

預貸率であるのに対し，東京では高い預貸率がみ

られるという点で，1980年代からの資金の東京

集中は，2017年でも依然として継続している．金

融機関の預貯金額の地域分布を2017年 1月末の

数値でみると，東京都の預金額の対全国比率は

31.4％であるが，貸出額では，42.5％にものぼる．

その点で，第 2図にみられるとおり，貸出額でみ

た対人口の特化係数は4.00であり，1をこえるの

は，わずかに大阪府 （1.14），愛媛県 （1.07） の 3

都府県のみである．対照的に，残りの44道府県

では，最低の山梨県を （0.35） はじめ，1を下回っ

という都市間競争，⑤超国家的資本家階級と名づ

けられた管理社会層という新エリート層の出現が

提示された （Taylor et al., 2002）．

世界都市論は，Sassen （2001） に代表されるグ

ローバル都市論，Castel （1989） に代表される情

報都市論など別の視点の研究とも融合し，多岐に

わたる仮説・定義を示したが，1990年代から2010

年代においても，欧米などの英語圏では，盛んに

研究がおこなわれている．イギリスのラフバラー

大学を中心としたGaWC （Globalization and World 

Cities） 研究ネットワークが，web上で，世界都

市・グローバル都市に関連する研究成果・統計

データを，インターネット （http://www.lboro.

ac.uk/gawc/） で公開していることにみられる通

り，世界の都市間の地位・序列を様々な試みでラ

ンキング化して，都市間の階層構造を明らかにし

ている．これらの研究は，欧米を主眼に置いた都

市間結合であり，東京の地位が下がったことが指

摘されている．本稿は，国内における金融面での

東京の地位について，預貸率による従来の研究

と，日本銀行券受払の本社・支店別収支からみて

いく．他方で，グローバル都市システムにおけ

る，東京の地位について，株式時価総額，外国為

替取引額や関連する指標を用いながら，国民経済

規模との関係で，その上下の変動を検証してい

く．

Ⅱ　国内金融における東京の地位

１．従来の地域金融研究

本邦における金融の地域構造は主に間接金融の

国内の動きを中心に捉えられてきた．高橋 （1983），

千葉・矢田・藤田 （1988），矢田 （2015） などの先

行研究では，旧大蔵省や日銀の業際規制・地域規

制のもとに運営している銀行が，預金においては

各地域 （規制により主に都道府県） で集められて

いるものの，そこで集められた預金のうち，地域

内で貸し出される比率，すなわち預貸率は，地方

圏・非大都市圏・非工業地帯で低いことが分析さ

れている．そして，バブル経済期に入った1980
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算しても0.55にすぎない．このことから，東京は

人口・産業などの基礎的経済規模が大きいから金

融機能が集中しているのでない．第 3図で示す通

り，バブル期以降の不動産投資先としての東京の

高利率性をはじめとして，そのほかの諸要因が複

合的に絡み合いながら，国内の金融センターとし

ての高い地位を確立している．

２．日本銀行券受払からみる地域金融

地域構造論では対象とされてこなかった面とし

て，日本銀行券受払の本店・支店別の収支を対象

として，金融の地域格差を見る方法がある．預貸

率分析は，地域の単位が都道府県であり，金融庁

の規制により地方銀行・信用金庫・信用組合にお

ける預金などの業務は都道府県内に収まるケース

が多いと考えられるために，依然として分析手段

の有効性は失われていないと考えられる．日本と

いう一国の都市システムにおける，東京一極集中

を説明するには有効であるものの，空間スケール

をより狭小にした地方ブロック・複数都道府県に

よるエリアにおける都市システムを分析すること

には限界がある．

第 4図で示される通り，日本銀行券受払は，国

立印刷局により印刷された銀行券が日銀の各本支

店を通じて金融機関に支払われ，その券は再び，

日銀の各本支店が受け入れる．そして，受入券

は，鑑査・消却を通じて，再び支払に回るが，こ

ている．都道府県を単位とした場合の，人口と貸

出額の間の相関関係は極めて弱く，決定係数を計

第 1図　都道府県別預貸率 （2017年）

注：預貸率は，貸出額÷預金額により求められる．

資料： 日本銀行が公表する「都道府県別預金・現金・貸出金
（2017年 3月）」より作成．

第 2図　都道府県別貸出額特化係数 （2017年）

注： 特化係数は，当該都道府県の「貸出額全国比率」÷「人
口比率」により，都道府県ごとに求められる．

資料： 第 1図の資料と，総務省統計局「人口推計 （2017年3
月）」より作成．

第 3図　預貸率からみる東京一極集中のメカニズム
資料：筆者作成．
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幅をもつものの，数値が 2以上や0.4未満のよう

な，基礎的経済規模の 2倍や，40％以下にまで乖

離している支店はみられない．このことから，現

金流動そのものは，各支店が管轄するエリアの基

礎的な経済規模 （人口，生産高，所得） に規定さ

れる側面が強いと考えられる．

しかし，現金の回収と考えられる現金受入高を

みると，極度に特化係数が低い支店がみられる．

0.3未満であるのは，福島 （0.23），前橋 （0.23），甲

府 （0.29），下関 （0.14），大分 （0.20），長崎 （0.22）

であり，これらの支店は，経済規模の30％以下

の現金しか回収できていない．この構図を鮮明に

みるために第 5図では支払高を受入高で割った数

値を2002～15年の期間で示している．下関 （6.89）

が最も高く，福島 （5.10），前橋 （4.39），北九州

（3.63），大分 （3.34），長崎 （3.01） と続く．

対照的に，数値が低い順では，福岡 （0.66），那

覇 （0.72），仙台 （0.73），大阪 （0.82），札幌 （0.93），

東京本店 （0.97） が 1未満であり，名古屋 （1.04），

広島 （1.06） と続く．

受払に地域的不均衡が生じる理由としては，①

交流人口の増大による購買力の流出，②クレジッ

トカード，電子マネーなど現金以外の決済手段に

よる本社・支所の現金一括管理の拡大，③警備会

社によるATMなどの管理が本社・支所で拡大，

などが考えられる 6）（日本銀行鹿児島支店，2013）．

この受払収支をみることで，預貸率分析で明ら

かにされた東京一極集中に加え，本社・支所の統

廃合による現金管轄圏の広域化による，地方ブ

ロックにおける三大都市，地方中枢都市への集中

の構図も明らかになる7）．

周辺地域からの消費の吸引，支社・支店の統廃

合によるオフィス立地における中心性の上昇，併

せて警備会社などの現金管理業務の増加などの要

因により， 三大都市圏・地方中枢都市圏における

受取額が増加しているが，高知・那覇・青森など

それらの諸要因が必ずしも作用していない地域で

も支払額の超過はみられない．要因としては大都

市圏・地方中枢都市圏・隣接する他の県庁所在都

市圏からの距離的な遠隔性により，消費流出が抑

制され，支社・支店の統合先対象にもなりにく

の一連の流通を捉えた統計が，日本銀行から公表

されている3）．この視角により，預貸率で示され

た東京一極集中に加え，地方中枢都市など地方ブ

ロックの中心都市における銀行券回収の集中とい

う構図が確認できる．

日本の全日本銀行本店・支店の受払の差額は 4），

2015年度数値で，支払高 （payment） が約56.8兆

円であり，受入高 （recipet） も56.8兆円であるた

めに，受払はほぼ均衡している．ところが，一国

全体というマクロで均衡している受払が，本店・

支店という地域レベルにおいて均衡しているとは

限らず，店舗においては受入れ超過や支払超過が

発生しているケースもみられる．

特に支払超過が大幅に発生している支店におい

ては，その支店が管轄しているエリアから，エリ

ア外の地域における消費の流出をはじめ様々な要

因により，エリアから外にむけて現金が流出して

いる可能性が高い．

第 1表では，日銀の本店・支店の一覧を示して

いる．その地域の現金需要に最も対応している数

値は，現金支払高であると考えられる．各支店が

取り扱う支払高の対全国比率を分子とし，各支店

の管轄人口の対全国比率を分母として算出するこ

とで，各支店の基礎的な経済規模に比較して，銀

行券流通量が，どの程度の大きさであるのかをみ

ることができる5）．

最小が大分・長崎の0.41，最大が大阪の1.99と

第 4図　日本銀行券受払の構図
資料：日本銀行鹿児島支店 （2013） をもとに作成．
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シビリティが高いことも要因として考えられる．

受払額分析は，預貸率分析と異なり，必ずしも

都道府県を単位とはしない．そのため，複数都府

県をまたぐ本支店の管轄エリア内での動向につい

ては明らかにすることには限界がある．例とし

て，仙台支店管轄に含まれる山形・岩手，金沢支

店管轄に含まれる富山・福井，高松支店に含まれ

る徳島，鹿児島支店管轄に含まれる宮崎，などの

動向は本稿で用いた統計では明らかにすることは

く，現金管理業務の他地域からの操作がおこなわ

れにくいことが，現金流出を防いでいると考えら

れる．下関・前橋・北九州などの支払額超過が目

立つのは，大都市圏との近接性やアクセシビリ

ティが高いことが考えられ，また，大分・長崎も

これらに準ずると考えられる．震災・原発事故に

よる特殊要因による消費流出が考えられる福島

も，震災以前から支払超過額が上昇する傾向がみ

られたが，東北の中では比較的，近接性やアクセ

第 1表　日銀本支店一覧と受払高，特化係数

支店名 管轄エリア
管轄エリ
ア人口　
（万人）

現金受入高 現金支払高 現金受入支払合計高

億円 全国比率 特化係数 億円 全国比率 特化係数 億円 全国比率 特化係数

釧路 釧路・十勝・根室振興局 62.9 1,748 0.3％ 0.63 2,574 0.4％ 0.84 4,322 0.4％ 0.74

札幌 北海道（釧路支店，函館支店管轄を除く） 431.0 16,587 2.9％ 0.87 15,362 2.5％ 0.73 31,949 2.7％ 0.80

函館 渡島・檜山振興局 44.2 836 0.1％ 0.43 1,880 0.3％ 0.88 2,716 0.2％ 0.66

青森 青森県 130.8 1,808 0.3％ 0.31 4,236 0.7％ 0.67 6,044 0.5％ 0.50

秋田 秋田県 102.2 3,406 0.6％ 0.75 5,633 0.9％ 1.14 9,039 0.8％ 0.95

仙台 宮城県　山形県　岩手県 473.6 26,643 4.7％ 1.27 19,487 3.2％ 0.85 46,130 3.9％ 1.05

福島 福島県 191.3 1,914 0.3％ 0.23 9,759 1.6％ 1.05 11,673 1.0％ 0.66

本店 東京都，埼玉県，千葉県，栃木県，茨城県 3,189.1 191,918 34.1％ 1.36 186,708 30.3％ 1.21 378,626 32.1％ 1.28

横浜 神奈川県 912.7 19,296 3.4％ 0.48 25,289 4.1％ 0.57 44,585 3.8％ 0.53

前橋 群馬県 197.3 1,978 0.4％ 0.23 8,681 1.4％ 0.91 10,658 0.9％ 0.58

新潟 新潟県 230.5 9,674 1.7％ 0.95 10,295 1.7％ 0.92 19,970 1.7％ 0.93

金沢 石川県，富山県，福井県 300.8 5,052 0.9％ 0.38 10,359 1.7％ 0.71 15,411 1.3％ 0.55

甲府 山梨県 83.5 1,090 0.2％ 0.29 2,802 0.5％ 0.69 3,892 0.3％ 0.50

松本 長野県 209.9 3,431 0.6％ 0.37 6,975 1.1％ 0.68 10,406 0.9％ 0.53

静岡 静岡県 370.1 11,413 2.0％ 0.70 16,488 2.7％ 0.92 27,901 2.4％ 0.81

名古屋 愛知県，岐阜県，三重県 1,133.2 47,110 8.4％ 0.94 49,059 8.0％ 0.89 96,169 8.2％ 0.91

京都 京都府，滋賀県 402.3 6,591 1.2％ 0.37 18,711 3.0％ 0.96 25,301 2.1％ 0.68

大阪 大阪府，奈良県，和歌山県 1,116.7 113,449 20.2％ 2.29 92,732 15.0％ 1.71 206,181 17.5％ 1.99

神戸 兵庫県 553.6 16,282 2.9％ 0.66 24,059 3.9％ 0.90 40,341 3.4％ 0.79

岡山 岡山県 192.2 4,589 0.8％ 0.54 8,193 1.3％ 0.88 12,783 1.1％ 0.72

広島 広島県 284.4 13,456 2.4％ 1.07 14,274 2.3％ 1.03 27,730 2.4％ 1.05

松江 島根県，鳥取県 126.7 1,637 0.3％ 0.29 3,652 0.6％ 0.59 5,289 0.4％ 0.45

下関 山口県 140.5 890 0.2％ 0.14 6,133 1.0％ 0.90 7,023 0.6％ 0.54

高松 香川県，徳島県 173.2 5,365 1.0％ 0.70 9,158 1.5％ 1.09 14,523 1.2％ 0.90

松山 愛媛県 138.5 2,347 0.4％ 0.38 5,070 0.8％ 0.75 7,417 0.6％ 0.58

高知 高知県 72.8 2,043 0.4％ 0.63 4,371 0.7％ 1.24 6,414 0.5％ 0.95

北九州 北九州市，行橋市，豊前市，京都郡，築上郡 113.2 1,355 0.2％ 0.27 4,920 0.8％ 0.90 6,275 0.5％ 0.60

福岡 福岡県（北九州支店管轄を除く），佐賀県 480.3 33,177 5.9％ 1.56 21,985 3.6％ 0.94 55,163 4.7％ 1.24

大分 大分県 116.6 1,020 0.2％ 0.20 3,403 0.6％ 0.60 4,422 0.4％ 0.41

長崎 長崎県 137.7 1,312 0.2％ 0.22 3,953 0.6％ 0.59 5,265 0.4％ 0.41

熊本 熊本県 178.6 2,729 0.5％ 0.34 7,678 1.2％ 0.89 10,407 0.9％ 0.63

鹿児島 鹿児島県，宮崎県 275.3 8,199 1.5％ 0.67 9,519 1.5％ 0.71 17,718 1.5％ 0.69

那覇 沖縄県 143.4 4,442 0.8％ 0.70 3,209 0.5％ 0.46 7,651 0.6％ 0.57

注：特化係数は，日銀本支店の各管轄エリアの「現金受入高」「現金支払高」を，エリアの「人口」で割ったものにより，それぞれ求められる．

資料：第 1図，第 2図に同じ．
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が公表する数値において，概ね下降していると捉

えられている8）．

英国のThe Z/Yen Groupと中国のCDI （総合発

展研究院） が共同で作成している世界金融セン

ター指数 （Global Financial Centres Index） にみら

れるとおり，国際金融センターとしての東京は，

2016年 9月の公表時で，第 5位 （735ポイント）

であり，第 1位のロンドン （795ポイント），第 2

位のニューヨーク （794ポイント） など1980年代

からの中心地のみならず，アジアNIESとしての

新興市場である第 3位のシンガポール （752ポイ

できない．

Ⅲ　グローバル金融における東京の地位

預貸率分析・銀行券受払額収支分析をみること

で国内における東京の地位が，1980年代以降

は，間接・直接を問わず趨勢的に上昇しているこ

とが明らかになった．それに対し，グローバル・

国際における金融センター （financial center） とし

ての東京に地位についての評価は，調査機関など

第 5図　貨幣流出率上位 10 支店 （2002～15年）

注：貨幣流出率は，当該年度の「現金受入高」を「現金支払高」で割ったものにより，求められる．

資料：第 1図，第 2図に同じ．

貨
幣
流
出
率
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制の国際比較については，統一的な指標がない

が，世界銀行が，ビジネス環境ランキング （Ease 

of doing business index） を作成し，10項目にわた

る評価から，ビジネスがおこないやすい国・地域

をランキング化している．10項目の中で，金融

の自由度に関連する項目は，資本調達 （getting 

credit）， 少 数 株 主 保 護（protecting minority 

investor） がある．また，金融そのものではない

ものの，グローバルな取引がおこなわれやすい環

境を数値化したものとして，貿易・交易環

境 （trading across border） がある．ここでは，環

境ランキングと資本調達に着目する．また，外国

為替取扱高も，国際金融センターとしての都市の

機能を測るのに重要な数値と考えられるために，

取り上げる．第 6図に示される主要国の株式時価

総額であるが，米ドル換算した数値をみると

ニューヨーク証券取引所やNASDAQを抱える米

国，ロンドン証券取引所を抱えるイギリス，上

海・深セン証券取引所を抱える中国，東京証券取

引所を抱える日本，香港証券取引所を抱える香港

の数値が高くなっている．ただし，グローバル化

を示す一指標である，総額における外国企業比率

をみると米国が9.7％であるのに対してアジア諸

国の数値は低く，香港が3.4％，日本は0.1％，中

国は 0％となっている9）． 

第 7図では，1日あたりの外国為替取扱額が示

されている．株式の取扱高とは異なり，第 1位の

ント），第 4位の香港 （748ポイント） よりも低い

ランキングとなっている．

地域構造論の分析では，国内における所得・資

金の循環は，「全国循環」「大都市圏循環」「広域

循環」「広域循環」「狭域循環」に分けられ，地

帯・圏域という実質地域が構成する地域との関わ

りで，その循環や地域問題が解明されてきた （矢

田，2015）．グローバルな金融取引として「世界

循環」も射程に入れられているものの，東京など

世界都市を結節とした世界循環と，日本の国民経

済との関わりについては述べられていない．

英語圏におけるグローバル都市システム研究の

実証データを分担執筆で分析した2000年代の代

表的な著書として，Sassen et al. （2002） を取り上

げると，Taylorなどによる「グローバルサービス

業とそのオフィス立地分析」，Smithなどによる

「空港間O-D統計分析」で，世界の主要大都市圏

が定量的にランク化されている．また，ケースス

タディでは，Meyerによる香港を対象とした「輸

出入額・金融機関数」，Guによる上海を対象とし

た「外資投資額」により，グローバルの度合いを

定量的に明らかにしている．

2010年代の代表的な著作としてConventz et al. 

（2014） を取り上げると，同書でも各種実証デー

タを用い，2010年代以降の動向を分析している

が，航空流動とAPS （先進型生産者サービス） の

立地の関連性，ピアリングデータベース・データ

センター，参加プロバイダーの立地，旅行目的種

別による空港間O-D統計分析，などにより世界

主要都市圏のランキングが試みられている．

グローバルにおける金融経済の規模について

は，各国・地域の預金高・貸出高，株式時価総額

や取引高があり，また，そのグローバルな取引に

ついては，それらの数値における外国企業が占め

る比率や，各国の国民経済における貿易額，外貨

取扱高などで表すことができる．これらの数値の

中で，株式時価総額は，国際取引所連合 （The 

World Federation of Exchange） に記載されている

各国のそれを参照することで明らかになる．

政府の金融当局による規制が，各国の金融業の

どの範囲を規制しているのか，すなわち，金融規

第 6図　国・地域別の株式時価総額
資料：BIS （Bank for International Settlement） より作成．

27,000,000 （USD Millions）
12,000,000
3,000,000
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環境，人口，GDP） と株式時価総額，外国為替取

引額との間で相関係数を計算した．まず，株式時

価総額との相関係数をみると，最も相関関係が認

められるのはGDPであり，一般的にその国・地

域の経済規模が拡大していくと，株式時価総額も

増加していくものと考えられる．人口が多いから

ではなく，GDPなど国民経済規模に比例関係が

認められる．また，前述の通り，金融に関する国

際性を評価する指標として資金調達，ビジネス環

境のランキングの点数を援用したが，必ずしも高

い相関関係は出てこない．

第 3表では，株式時価総額の数値で，上位の

10カ国・地域を示している．ただし，この表を

みると，必ずしも国・地域の経済規模と関連して

いないケースもある．都市国家である香港，シン

ガポール，小国であるスイスなど，いずれも，1

人当たり所得水準が高いながらも，人口が1,000

万にみたない国・地域は，各経済規模よりも，相

対的に多くの時価総額がみられる．いわゆる金融

立国・国際金融拠点・国際金融センターと称され

ている国・都市・地域である．

単純に，GDPの何倍の株式時価総額が国・地

域ごとに計上されるかを計算すると，香港が最も

高く10.1倍，シンガポールが2.5倍，スイスが2.1

倍である10）．経済規模が比較的大きな国をみる

と，ロンドンを抱えるイギリスが3.1倍であるの

に対し，米国は1.4倍である．日本は，1.0倍であ

り，英・米が経済規模以上の総額があるのに対

し，経済規模と同程度の総額しかない．このこと

から，株式市場の規模の大きさを時価総額でみた

イギリスが2.4兆ドルで，シェアの 4割近くを占

め，第 2位の米国 （1.2兆ドル），シンガポール

（5,170億ドル），香港 （4,370億ドル），日本 （3,990

億ドル） と続く．また，その後，第 6位フラン

ス，第 7位スイス，第 8位オーストラリア，第 9

位ドイツ，第10位デンマークと続く．ロンドン

外国為替取引所を保有するイギリスの数値が大き

くなるが，米ドル通貨圏以外で，ユーロダラーと

してドルを，ユーロ・ポンド通貨圏とクロスさせ

る結節として，大規模取引がおこなわれているこ

とを反映していると考えられる．対象的に，米国

の数値がイギリスほど多くないのは，ドルが世界

通貨ともいうべき実質的な基軸通貨であり，米国

企業・政府・個人がその国際取引を実施するにあ

たり，他通貨圏の通貨に変換する必要性がどの通

貨よりも低いことが考えられる．なぜ，ロンドン

が，継続的にユーロ・ポンドなど欧州の通貨圏と

他の通貨圏 （ドルなど） との結節であり続けるの

かに関しては，その歴史的要因も踏まえ考察する

必要があるが，本稿では対象としない．

Ⅳ　グローバル金融の地位と他指標との関係

第 2表にみられる通り，基礎的な経済規模やそ

の国際性を評価する 4項目 （資金調達，ビジネス

第 2表　株式時価総額，外為取引額と各指標との関係

項目 株式時価総額 外国為替取引額

資金調達 0.328 　0.266

ビジネス環境 0.253 　0.369

人口 0.328 －0.003

GDP 0.927 　0.426

注： 各国・地域の株式時価総額と，各項目の相関係数を出したもので
ある．

資料： ビジネス環境，資金調達については，The World Bank “Ease of 
doing business index (2016)”，人口，GDPに関しては、IMF資
料より作成．

第 7図　外国為替取扱額 （1日あたり）
（market capitalization） （2017年）

注： 資料に記載されている50の証券取引所からパレスチナの
数値を除き，イギリスの数値を加えたものである．

資料：The World Federation of Exchangeの資料より作成．

2,400 （USD Billions）
1,200
300
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れる．

他方で，国際比較におけるグローバル都市とし

ての東京の地位低下が，数多くの文献で定量分析

の上で指摘されている．グローバル都市・世界都

市と形容される世界各地の主要都市に立地する多

国籍企業・金融業・関連する生産者サービス業の

立地やそれらの取引量，さらにマネー・貨物・旅

客・情報の流動を主要都市ごとより示される都市

間結合において，ロンドン・ニューヨークのみな

らず，新興国の主要都市と比べても東京の地位が

下がっているのは，事実である．

都市間比較では東京の地位が下がっているのは

事実であるものの，東京の金融面での国際的地位

は，日本の国民経済の規模と同程度の，機能を量

的に有していることが，株式時価総額，外国為替

市場取扱額などの数値から明らかになった．新興

国・地域の市場が拡大すれば，そこの中心都市の

地位が比例してあがるのは自然なことである．ま

た，東京の地位が下がっていることが確認される

のは，香港，シンガポールなどの新興市場や，ロ

ンドンとの比較の上であり，東京に限らず大半の

国の世界都市は，その都市がグローバルな結節と

なる国・地域の国民経済規模未満の国際金融機能

しか有していない．

本稿では，1980年代からの時系列による，グ

ローバル都市システムの変動については，データ

場合，東京証券取引所の規模は，経済規模と見

合った規模である．

対して，外国為替取引額は 4項目の中では，

GDPと最も関連性があると相関係数上は出てく

るものの，イギリスのような人口規模，経済規模

が上位ではない国が，世界の 4割を占め，また，

シンガポール，香港のような小国が上位にくる．

単純に，1年のGDPの何倍の 1日あたり外国為替

取引額かを計算すると，香港が1.4，シンガポー

ルが1.7，イギリスが0.9であるが，日本は0.08，

米国は0.06である．株式時価総額と比べて国・地

域の経済規模とは別個の要因が考えられる．

Ⅴ　おわりに

預貸率分析・日本銀行券受払額収支分析の結果

をみる限り，国内では，GDP・人口などで示さ

れる基礎的な地域経済規模以上の金融機能が東京

には集中していることが明らかになった．1980

年代以降の金融面での東京一極集中は継続してい

る．交通系 ICカードなど電子マネーの増加・本

社支社の統廃合による現金取扱箇所の再編・現金

管理の外注化など，新形態の貨幣取引・現金管理

が21世紀に入り生じても，むしろそれらの事象

は金融面の東京一極集中を加速していると考えら

第 3表　株式取引額における上位 10 カ国・地域 （2016）

順位 国名 取引所名
ビジネス
環境点数

資金調達点数
GDP

（10億米ドル）
人口 （百万）

 1 米国 New York 82.5 95.0 18,562 323.98

 2 イギリス London 82.7 75.0 2,650 65.57

 3 中国 Shanghai, Shenzhen 64.3 60.0 11,392 1,378.98

 4 日本 Tokyo 75.5 50.0 4,730 126.80

 5 香港 Hong Kong 84.2 75.0 316 7.36

 6 フランス Euronext 75.8 47.5 3,934 103.35

 7 インド Mumbai 55.3 65.0 2,251 1,309.71

 8 カナダ Tronto 78.6 85.0 1,532 36.21

 9 ドイツ Deutsche 79.9 70.0 3,495 82.57

10 スイス Swiss 76.1 60.0 662 8.33

注： 米国，中国，インドに関しては複数の証券取引所の数値を合計したものである．フランスのEURONEXTに関して
は，GDP・人口に関してはオランダ，ベルギー，ポルトガルの数値を含めたものである．また，ビジネス環境，資
金調達点数に関しては，4カ国の平均値を出したものである．

資料：第 2表に同じ．
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6）交流人口による流出・流入が増加する事例とし

て，東北地方の人口が2000～10年で4.9％減少し

たのに対し，交通流動は同期間で 5％増加してい

る （藤本，2017）．

7）福島の数値が上昇しているのは，震災・原発事

故に伴う域外への避難者の発生が関連していると

考えられる．また，本社・支所など中枢管理機能

の立地に特化していない那覇・青森・高知などで

流出率が低いのは，他地域との交流率が低いこと

が考えられる．

8）ここでの金融センターとは，国内外の銀行・証

券・保険会社の立地やそこで発生する金融取引が

集中する都市・地域のことをさす （Bassens, 2010, 

2015）．

9）米ドル換算であるために，その時点の各国通貨

の対米ドルの為替レートにも影響される．

10）小数点第 2位以下は四捨五入している．これら

の国以外で 2倍をこえるのは，後述のイギリス

（3.1倍） に加え，南アフリカ （3.4倍） である．
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収集上の制約から，考察をおこなっていない．

1980年代から2010年代にかけて，日本の国民経

済規模との比較の上での，東京のグローバル結節

性の変動についても，国際金融に関する指標を用

い，さらに検証する必要がある．

 （東洋大学）

注

1）グローバル （global） と世界 （world） の違いを，

国家間の国境がなくフラットな中で諸経済フロー

が世界中の空間に展開する状態と，国家間の国境

はあるが世界経済の中に諸経済フローが階層に包

摂されていく状態とに区分すると，金融はその流

れにおいて，前者のグローバルな性質を内在させ

ている （室井・森田，1997）．ヒト・モノ・サービ

スが国・地域などの制度により管理される領域が

広いのに対し，マネーは，価値尺度の世界的共通

性によりグローバル化しやすい性質を特徴とす

る．くわえて，1990年代以降に急速に普及した

オンライン化・電子化により，国・地域をこえた

価値尺度であるドル・ユーロ・ポンドなどの国際

決済通貨や証券・債権などの世界都市間流動が，

1990年代以降，急激に拡大している．

2）2001年には京都の証券取引所が大阪に併合さ

れ，2003年1月には広島・新潟の証券取引所が東

京に併合された．

3）日銀と，市中銀行などと間の支払いと受入を集

計したものであり，金融機関と，家計・企業との

間で流通する過程については捉えられない．

4）銀行券支払とは，日本銀行が発券する銀行券

が本店・支店を通じて市中銀行に供給されること

であり，逆に，銀行券受入とは，市中銀行から日

銀の本店・支店に還流することである．また，こ

れら銀行券の支払と受入の差額を，銀行券受払と

いう．

5）各店舗が管轄するエリアの人口で最も多いの

は，本店 （3,189万人） で，名古屋支店 （1,113万

人），大阪支店 （1,116万人） と続いている．複数

の都府県を管轄エリアとする三大都市圏の本店・

支店と比べ，地方圏においては単一の道県のみを

管轄エリアとする店舗が15店にものぼってい

る．また，道県よりも狭小のエリアを管轄するの

が，北九州・釧路・函館である．
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グローバル都市システムにおける東京の地位変遷 （303）

The Change of the City Index Rank of Tokyo in the Global Urban System:

From the Perspective of Financial Functions

 FUJIMOTO Noritsugu

A global economy is regarded as one with the capacity to work as a unit in real time on a world-wide 

scale. On the other hand, a world economy is thought of as an economy in which capital accumulation in the 

form of trade proceedings between firms based in different nation-states throughout the world.

With the coming of new information and communications technologies (ICT) at the turn of the 

century, the world economy has become global largely in the context of the international financial function. 

Since John Friedman published the World City Hypothesis in 1986, there has been a longstanding 

tradition of research addressing the empirical results in ranking the position of global and world cites. Much of 

the literature in English and Japanese, such as Globalization and World Cities (GaWC), concluded that the 

position of Tokyo has clearly fallen in the global and world urban system.

This paper analyzes the position of Tokyo as a global city in the hierarchical structure of global and 

national urban systems through a financial perspective lens. The domestic financial data on the loan-deposit 

ratio and receipts and payments of banknotes and coins are extracted from a data set provided by the Bank of 

Japan (BOJ). The international financial data on the size of the foreign exchange and stock exchange markets 

are extracted from the data set provided by the World Federation of Exchange (WFE), the International 

Finance Corporation (IFC), and the Z/Yen Group. 

Based on a domestic perspective, the results confirm that the position of Tokyo has experienced a 

drastic rise in terms of its size and location coefficient of financial transactions since the 1980s. However, the 

position of Tokyo in relation to the global and international context has experienced a drastic downturn when 

compared to that of London and other new emerging global cities such as Hong Kong and Singapore. This 

paper focused on the comparison of GNP to the size of financial functions, when GNP grew, the size of the 

foreign and stock exchange market transactions also increased in most countries. 

Key words: urban system, loan-deposit ratio, receipts and payments of banknotes and coins,

 financial function, change of position
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