
①全国的都市システムと名古屋大都市圏

1）「名古屋（大都市）圏」「東海」「中部」

国内を広域的なブロックとして区分する場

合、地方圏では例えば東北6県（新潟を含め

た7県の場合も）や九州（沖縄を合わせる場

合も）のようにほぼ確定的に呼ばれる。大都

市圏では、「東京（京浜）大都市圏」「関東」

（1都6県）「首都圏」（新潟、山梨を含む場

合も）や、「京阪神大都市圏」「関西」「近

畿」のように、大都市圏～広域ブロックとし

て同心円状に圏域が区分できる。現在の国土

計画の上でも、全国計画に対して、広域地方

計画として設定されている。

これらと比べても「名古屋圏」「東海」

「中部」などと呼ばれる地域的な範囲は、境

界が不明瞭であり、かつ多義性を帯びている。

一般的に呼称とされる東海地方（例えば、NH

Kのニュースや天気予報）では岐阜・愛知・

三重の3県であろう。以前の国土計画上の大

都市圏としての「名古屋圏」も同様である。

しかし、三重県の中勢から伊賀は大阪大都

市圏の勢力に入っているし、岐阜県でも山岳

盆地の飛騨を東海に含めるのには違和感があ

る。現在の国土形成計画の中部圏広域地方計

画は、長野県と静岡県を含む5県となってい

るが、豊橋に近い浜松（あるいは三遠南信）

はともかく、静岡以東は東京圏に向いており、

長野県の各地（長野、松本、諏訪）もそれぞ

れ別々の線で東京との結びつきが強い。かり

に「道州制」論が唱えられたとしても、全国

区分の9、11、13圏の3ケースのいずれでも、

最も区分が複雑かつ困難なのがこの広域ブロッ

ク圏であることは間違いない。

2）多元的な地域へのリスケーリング

人口移動（進学、就職、結婚、住宅取得な

ど）、商業機能（買回商圏、卸売商圏）、民

間企業の支店配置からみると（名古屋大都市

圏研究会 2011）、県の単位ではほぼ岐阜・

愛知・三重の3県での完結性が強い。この3県

を一体としてみると、人口は約1,000万人

（全国の8.9％、2010年国勢調査）で、面積

的にはそれほど大きくはない（5.8％）。こ

の人口規模は、世界的な巨大都市群（2,000

万人クラス）の次に位置し（26位）、産業や

所得の面でも世界有数のランクにあるといえ

る。

むしろ東京圏の3,500万人の人口と経済規

模こそが、電力や水資源、廃棄物のムリも抱

えながら、世界的にも突出したものとしてみ

るべきである。東アジアには現在、ソウル—

仁川、上海、北京、広州—仏山など、2,000万

～1,500万人を擁する大規模な都市圏が並ん

でいる。首位都市優位型の都市システムであ
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大都市再生プラン研究会

第Ⅱ部 「名古屋・中京」大都市圏の構造と経済・
社会の構造変化

前月号の所報から「大都市制度と都市再生研究会」、通称「大都市再生プラン研究会」による研究成

果を掲載しています。前月号では「第Ⅰ章環伊勢湾大都市圏の地域・都市空間の展開」のなかの第1節

「環境」を冠に付けた巨大開発プロジェクト推進の15年間」（遠藤宏一）を掲載しました。続いて第2

節、第3節となりますが、文章化の進捗状況もあって、今月号は「第Ⅱ部『名古屋・中京』大都市圏の

構造と経済・社会の構造変化」の第1節「１．名古屋大都市圏の都市・地域空間の展開と特質」をお送

りします。

１．名古屋大都市圏の都市・地域空間の展開と特質

富樫幸一（岐阜大学地域科学部）



人口 2012年/万人 順位 国・地域/所得 2010年/10億＄

東京 3,713 1 アメリカ 14,447

ジャカルタ 2,606 2 中国 5,878

ソウル ― 仁川 2,255 3 日本 5,504

デリー 2,224 4 関東 2,306

マニラ 2,195 5 イギリス 2,262

上海 2,086 6 オーストラリア 1,272

ニューヨーク 2,046 7 東京都 1,064

韓国 1,015

京阪神 1,701 12 近畿 901

中部 861

パリ 1,076 25 オーストリア 379

中京 1,003 26 愛知県 369

資料：wikipedia、県民経済計算

世界の大都市圏の人口ランク、GDPと地域所得

るジャカルタ、デリー、マニラなども人口規

模は大きい。

経済的な規模をGDPと県内所得からみると、

関東でもイギリスを、東京都は韓国を上回り、

近畿、中部はその韓国に続く位置にある。愛

知県単独でもオーストリアに相当する。この

ように日本の大都市圏や広域地方圏は、人口

や経済規模の上では中規模な一国に相当する

のである。

世界的な大都市圏や広域圏の単位を「グロー

バル・シティ・リージョン」（スコット 200

4）や「メガ・リージョン」と呼んでいる。

グローバリゼーションの下で国境の役割が弱

まっているのに対して、こうした地域の単位

こそが、実質的に国民経済や世界経済のモー

ターとなっているという議論もある。このよ

うな広域経済圏間の「競争」と同時に、相互

のネットワークの形成を通じて、ローカル／

ナショナル／グローバルといった三分法から、

より多層的な空間が織りなす関係性へと再編

成（rescaling）されている。EUでは国境の

意味が弱まる一方で、独自性を持った都市圏

の役割が浮上し、かつ相互に産業や文化面で

の連携が進んでいる（Brenner 2004）。

市場経済で直接、競争するのは企業同士で

あり、多国籍化して活動領域をグローバル化

していく。国家や地方政府は、空港・港湾や

情報、さらには人材・教育などの広義のイン

フラ整備などの面で支援するのにとどまるが、

それが一見「都市間競争」であるかのような

戦略性をまとって、都市・地域政策に登場し

てくる。しかし、企業のグローバル化との違

いは明確にしておくべきである。

日常生活圏としてみた「名古屋大都市圏」

の範囲は比較的狭く、通勤圏（労働市場圏）、

日常業務（日帰り移動）、買回商圏（名駅や

栄の高次商圏）としては30～40kmの範囲であ

る。一方、日帰りレジャー圏（片道で2～3時

間程度、あるいは別荘として行き来できるアー

バン・フィールド）では飛騨高山や伊勢志摩

までで、ゴルフ場、スキー場の範囲の150km

圏までを含むだろう。しかし、北陸になると

一日での移動は少し厳しい。むしろ現在の新

幹線ならば、東京や京都・大阪とは時間距離

的にみてかなり近い。

名古屋圏は国内の都市システム上では「規

模の大きなブロック中心都市」である。一方、

この規模の大きさは、グローバルにみても突

出した製造業の存在によっている。四全総で

東京一極集中に対して、「産業技術の中枢圏

域」（産業技術首都：metoropolisは中枢＝

首都）と位置づけたのは、実際の生産やカイ

ゼン機能はともかく、それほど強くない研究

開発や大学の機能に関して、将来への期待を

込めたものに過ぎなかった。

名古屋大都市圏を、世界のスーパー大都市
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圏である東京圏と競争的な視点で見ることに

は、前述の国際的な比較からみてもムリであ

る。大阪、名古屋は金融、情報、国際機能な

どの点で、国内での中心性、及びグローバル

都市としての機能では東京とは大きな差があ

る。例えば、セントレアの地方便の少なさ

（県営名古屋空港を加えても）や、東アジア

に偏り、欧米直行便が少ないこともこれを反

映している。大阪の地位の低下も、同じ事情

に起因しているが、愛知や東海の場合は、製

造業の好調がそれを覆い隠していた。

3）産業空間としての日本のミッドランズ

産業空間の視点からみた場合、トヨタを中

心とする自動車産業は、三河から尾張、岐阜

県南部や三重県北部にも跨がり、完成車組立

や部品工場群が集まる世界的にみても最も大

きな集積である。トヨティズム（カンバン方

式、JIT）の議論は、フレキシビリティや取

引費用論に依拠して産業の「再集中」による

競争優位を説いていた。

しかも自動車産業だけではなく、静岡～愛

知・岐阜～三重・滋賀にかけての一帯は、化

学、エレクトロニクス、産業機械、さらに航

空機産業など、多様な産業群が存在している。

ハイブリッドカーやメモリー・液晶関連、ボー

イング社とのアライアンス（Made with Japa

n）など、多角的な革新的産業群が存在し、

輸出入や取引連関は国際的なネットワークを

形成している。

このような状態は、ポーターの産業クラス

ター論のように、特定の産業に特化した狭域

的な集積とはいえない。中部経済産業局の

「産業クラスター構想」が想定しているもの

も業種の幅が広すぎ、かつ多様な実態をうま

く捉えていない。その代わりに広域的、かつ

ゆるやかな意味での産業立地のベルトとして

「産業ミッドランズ」とでも呼ぶべきだろう。

戦前の軍需産業や高度成長期のコンビナート

のように政府・自治体の保護・育成政策によ

るのではなく、現在は民間企業の側（自動車、

工作機械でも）の投資と立地が牽引している。

かつての（旧）四大工業地帯から、「新4

大工業地帯」（日経ビジネス 2014、4/28・5

/5）として「北関東横断ロード」、「東北第

2トヨタ市」、「グローバルニッチトップベ

ルト（北陸～中国地方）」、「アジア一体工

業地帯」（北九州）といった呼び名も登場し

ている。そして、それ以上に注目すべきなの

がこの産業ミッドランズである。

県民経済計算上で、製造業の付加価値（特

に大規模工場）とその変動の影響が強くでが

ちな点は留意すべきだが、1人当り県民所得

では、リーマン危機までは東京都についで愛

知県が、さらに2010年、滋賀県、11年、静岡

県、12年は再び愛知が第2位を襲っている。

前述の東海や愛知の地域所得の規模が、中規

模の国民経済に相当するレベルにある点もこ

うした状況によっている。

4）中部圏開発整備計画から広域地方計画へ

高度成長期前半まで、地方圏はそれぞれに

「開発」計画（北陸地方等）を策定したのに

対して、戦後復興から高度成長に入って過密
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重層的に見た広域圏の捉え方



化が進んでいた首都圏と近畿圏では「整備」

法とされた。その間に最後まで空白で残され

ていた「中部圏」は、名古屋周辺では「整備」、

外延地域は「開発」という二本の柱の「中部

圏開発整備法」（1966年）となる。これは9

県からなるが、北陸を含み、福井・滋賀・三

重は近畿圏とも重なっている。国民所得倍増

計画の「太平洋岸ベルト地帯構想」では、そ

の中央部に位置づけられ、中部圏開発でも東

海道新幹線、阪神・東名高速道路という東西

の交通幹線によって東京圏、大阪圏と結ばれ

た。

北陸との南北軸も提起されていたが、東海

北陸自動車道が全線開通したのは2008年と非

常に遅れた。富山・石川は2015年に北陸新幹

線で東京と結ばれ、福井は大阪方面との近接

性の方が強く、名古屋との関係はそれほど強

いものではない。

もっとも端的に人の移動を表しているのは、

高校から大学への進学の状況である。愛知県

からの県内進学率は70.6％と全国で最も高く、

流入の側面を表す収容率も1.1と東京、京都

に比べて低い。岐阜は県内が18.8％、愛知、

47.6％、三重も県内が20.2％、愛知が38.7％

である（2014年）。進学、就職ともに比較的

恵まれた機会があるため、地元に「こもる」

傾向が強いのかもしれない。

このように国土計画上での範囲及び周辺と

の接合性（東西軸の強さと南北の弱さ）の不

明瞭さの点からみても、また人や経済活動の

実体的なつながりの上でも、愛知を中心とし

てせいぜい岐阜県南部や三重県北部までを一

体とした「名古屋大都市圏」として捉えるべ

きだといえよう。

「名古屋市総合計画2018」は、われわれと

も比較的近い、次のような捉え方をしている。

「名古屋大都市圏の範囲は、従来の距離的な

範囲ではなく、その地域特性、例えば、主に

東西に広がる産業圏や、主に南北に広がる観

光圏、木曽三川から伊勢湾にわたる伊勢湾流

域圏、また、防災はネットワークの観点から

他の大都市圏を含めた広域的な視点など、分

野ごとに柔軟にとらえる必要があります」。

若干コメントすれば、産業ミッドランズの

企業群は、名古屋のそれほど強くない中枢管

理機能に依存しているわけではなく、本社工

場や流通拠点が周辺に分散している点でも、

東京都心とは異なっている。むしろ名駅や栄

の商業集積は、周囲の人口や購買力に支えら

れているといってもよい。

観光面をみると「昇龍道（ドラゴンルート）」

ほどには、能登や金沢から伊勢志摩まで一体

ではなく、むしろ戦略として提起されている

面が強い。また、木曽三川や矢作川、豊川な

どと、伊勢湾、三河湾とを、環境や水循環と

して一体的に考えて、上流と下流の地域間の

連携も一層、図られるべきである。

②東海環状都市群と中心・周辺都市の変貌

1）歴史的な都市の起源

戦国期の動乱を経て、幕藩体制期に入ると、

徳川御三家筆頭の尾張徳川家（60万石）の領

地や支藩（犬山、今尾、高須）、木曽川の上

流から川役所（笠松、岐阜）に置かれて領国

支配の体制を固め、大垣、加納、桑名、岡崎、

吉田（豊橋）の徳川家筋やその臣下の譜代の

各藩が周りを抑えていた。

こうした城下町に加えて、周辺の起（一宮）、

岐阜、津島などの在町（市場町、門前町）、

さらに農村部の旧村や新田集落（輪中を含む）

などが広がる。米作や綿作、養蚕、野菜作を

基盤として、人口密度が高く（東アジア的）、

階層的なシステムを形成されていた。幕末か

ら明治に入ると、名古屋を中心とした経済圏

と局地的な市場、地域間分業が自生的に発展

していた。

江戸（東京）は近世後期の時にすでに、ロ

ンドンと並ぶ100万都市となっていたが、周

囲には濃尾の城下町ネットワークに相当する

ものはなかった。大阪・京都周辺でも先進的

な農村が発展していたが、ここでも同様であ

る。濃尾平野ではクリスターラーの中心地階

層的な都市システムの歴史的な原形が、この

時期にかたちづくられていたといってよい。
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明治初年の廃藩置県と秩禄処分によって、

各地の城下町は一端、衰退するが、46府県体

制（1890年）への再編によって、県庁の置か

れた岐阜市、名古屋市、津市（1889年市制）

は、さらに陸軍の師団や連隊、師範学校など

の教育機関が配置されたことによって、行政

的な中心地機能を持つことになる。

2）「中京工業地帯」の工業都市群

綿作・養蚕から、近代的な生糸・綿・毛織

物への再編や、陶磁器・製紙・刃物などの在

来産業でも西洋技術を受け入れて、この地域

に工場群が大きく成長していく。明治〜大正

期には木曽三川や矢作川に水力発電所が建設

され、この電力を利用した製鉄、化学などの

産業も発展していく。戦時期にかかると、ト

ヨタ自動車（1937年設立）や航空機産業（名

古屋、各務原など）が、周辺の台地部に立地

するが、交通や通勤がまだまだ不便であった

当時は、周辺の農家労働力が動員されていた。

第二次大戦後の復興から高度成長初期にか

けて、四日市、名古屋市南部や東海市、知多

市などに臨海工業地帯が形成される。旧来の

繊維、陶磁器などの地場産業群も併せて、こ

の圏域には自立的な工業都市群が展開してい

た。資源調査会の「中京工業圏確立に関する

勧告」（1959年）は、こうした工業都市群の

広がりを基盤としたものであった。

3）名古屋の通勤圏と郊外住宅団地の拡大

名古屋は近世後半には、江戸、大阪、京都

の三都に次いで、金沢と並ぶ10万都市となっ

ていた。しかし、近代以降の太平洋岸と日本

海側の格差が拡大し、外港として登場する横

浜、神戸とともに六大都市のひとつとなり、

東海地域の広域的中心地として「中京」と呼

ばれるようになる。

名古屋市は1960年代には200万都市となり、

尾張一帯や岐阜県南部、桑名などに、飛び地

的なかたちで新しい郊外住宅団地が建設され

る。東京圏の拡大が私鉄沿線の開発によりに

連続的に進んだり、また京阪神では大阪湾・

淀川の狭い平野部がほぼ覆われたのともまた

異なる。

20〜50km圏の周辺工業都市群のうち、一宮、

岐阜、大垣などの紡績、織物やアパレルを主

としていた地帯や、瀬戸、東濃の陶磁器産地

は、1970年代以降の円高や東アジア諸国の追

い上げによって、次第に衰退を始めた。これ

に代わって、自立的であった工業都市群は、

上記の住宅団地の形成と併せて、名古屋への

通勤圏へと再編されていく。

4）「東海環状ベルト地帯」

1981年の産業構造審議会報告「80年代の東

海北陸地域産業ビジョン」において、「東海

環状ベルト地帯構想」が発表される。ここま

で見てきた歴史的な基盤の上に、名古屋圏の

郊外化、さらには西三河のトヨタ系グループ

の集積や、岐阜県南部と北勢の工業団地群を

地図化してみると、名古屋の外周に発展した

ゾーンが浮かび上がってくる。

東名・名神高速道路の渋滞化への対策と併

せて、伊勢湾岸自動車道（豊田〜四日市、20

04年開通）、東海環状自動車道（東回りの豊

田東〜関美濃、2005年開通、西回り区間は未

完成、現在までに、関広見、養老〜大垣西ま

で）が30〜40km圏を取り巻いている。

愛知県側から、岐阜県の東濃・中濃、三重

県の北勢の工業団地にも、自動車部品系の工

場が進出している。工場の進出理由をみると、

それよりもまず本社と近い立地にあり、用地

が確保できたことの方が選択されている。

5）モータリゼーションとスプロール化

名古屋周辺の都市群でも、人口増加と団地

形成などによって市街地が拡大した。ところ

が、市街化区域に周辺農地を取り込みながら、

土地利用状ではスプロール的、混住地的な開

発が多かった。国内でも東北などと異なって

稲作農業の基盤が弱く、農家は工場や名古屋

などへの通勤兼業化して、漸進的なかたちで

土地を手放し、あるいはアパート経営などに

転じた。
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自動車産業の生産の集積地域でもあるが、

名古屋周辺は東京、大阪圏のようにJR・私鉄

の鉄道網ではカバーしきれておらず、必然的

に自動車の保有や利用率の高いモータリゼー

ションの波に襲われた。

郊外パイバスの整備とともに、ロードサイ

ドショップ、さらに規制緩和によって大型ショッ

ピングモールが展開する。車社会に慣れた消

費者は、駐車場が不足した地方都市の中心商

店街を避けて、この郊外商業施設に向かう。

名古屋の栄や名駅へのデパート群の拡張や、

時間距離の短縮により、買回商圏に取り込ま

れたことも、中小都市の商店街のシャッター

通り化に拍車をかけた。豊田や刈谷のように、

巨大な工場群が存在しても、小売商店街の集

積ができない、あるいは消滅しているのがそ

の象徴である。

6）名古屋の「都心回帰」と郊外化の終焉

2000年以降になると、都心部での地価の低

下にともなって、名古屋市から郊外への人口

流出が減少し、流入は継続しているために、

人口の「都心回帰」現象が起こる。90年代は

215万人で停滞したのが、2000年以降は、ほ

ぼ毎年、1万人程度の増加が継続している（2

015年、228万人）。

その反面で、名古屋市の周辺での人口増加

率は落ち込み始めた。1960年代に建設された

初期の郊外住宅団地では、団塊の世代が退職

し、子ども世代の流出によって、急激な高齢

化を迎えている。

「国土のグランドデザイン2050〜対流促進

型国土の形成」（2014年）では、人口減少の

トレンドの中で、「コンパクトな拠点とネッ

トワークの構築」をうたっている。拡散的な

市街地が形成されてきた名古屋大都市圏では、

郊外の高齢化や農村人口の減少のなかで、

「歩いて暮らせるまちづくり」が特に大きな

課題である。中山間地帯では人口減少、限界

集落化が進み、中間的な岐阜、四日市などで

はコンパクトシティが都市計画で掲げられて

いる。
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