
村落と都市

後編



３ 機能による都市の分類

●生産都市
○工業都市 ○鉱業都市 ○水産都市
○林業都市

●交易都市
○商業都市 ○交通都市 ○貿易都市

●消費都市
○政治都市 ○観光（保養）都市
○宗教都市 ○文化・学術都市
○軍事都市 ○住宅都市
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(２)具体例

①工業都市

■豊田（ 愛知 県）・デトロイト（ )愛知

自動車工業都市

アメリカ



■バーミンガム（ イギリス ）
ジャムシェドプル（ インド ），
ピッツバーグ（ アメリカ ）

鉄鋼業都市



■苫小牧（ 北海道 ）・オタワ（ カナダ ）

製紙工業都市



②鉱業都市

■フーシュン（中国-石炭 ）
バクー（アゼルバイジャン- 石油）



■カルグーリー（オーストラリア -金）
キルナ（ スウェーデン-鉄鉱石）



③水産都市

■銚子（ 千葉 県）・焼津（静岡 県）
境港（鳥鳥取 県）・釧路(北海道）



④商業都市

■ニューヨーク，フランクフルト（ ドイツ ），
シャンハイ，大阪



⑤交通都市

■港湾 ➡ パナマ（パナマ ）・下関（ 山口 県）



■空港→アンカレジ（アラスカ ）
千歳（ 北海道 ）



■鉄道→ウィニペグ（ カナダ ）・米原（滋賀県）
高崎



⑥貿易都市

■ロッテルダム（ オランダ ）・香港（中国）・シンガポール
神戸（兵庫県）・横浜



⑦政治都市

・・・首都として最初から計画的に建設された都市。１
番人口の多い都市とは限らない。

■ワシントンＤ．Ｃ( アメリカ )
キャンベラ（ オーストラリア ）
オタワ（ カナダ ）
アブジャ（ ナイジェリア ）
デリー（ ニューデリー ）（ インド ）
ブラジリア（ ブラジル ）
イスラマバード（ パキスタン ）



■ワシントンＤ．Ｃ



キャンベラ



オタワ



アブジャ



デリー



ブラジリア



イスラマバード



⑧観光（保養）都市

■シムラ，ダージリン（ インド ）
バーデンバーデン（ ドイツ ）
マイアミ（ アメリカ ）
ニース・カンヌ（フランス，コートダジュール地方）
ソチ（ ロシア ）
軽井沢（ 群馬県 ）
熱海（ 静岡県 ）
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バーデンバーデン



マイアミ



ニース



カンヌ



ソチ



軽井沢 熱海



⑨宗教都市

■(    エルサレム)（キリスト教・イスラム教・ユダヤ教）
(イスラエル）
(  ヴァラナシ )（ヒンドゥー教）（インド）
バチカン（キリスト教）
(  メッカ )（ 教）（ ）
長野（善光寺の門前町）
成田（成田山新勝寺千葉県）
伊勢（伊勢神宮三重県）



エルサレム



2013～
第266代ローマ教皇

フランシスコ

バチカン



⑩文化・学術都市

■(オックスフォード)（ イギリス ）
(   つくば )（ 茨城県）
(  ハイデルベルク)（ドイツ）

オックスフォード 大学関係者が多く占めている大学都市



つくば



ハイデルベルク



⑪軍事都市

■( ウラジオストク)（ロシア）
ジブラルタル（ イギリス ）
ポーツマス（ イギリス ）
・・かつて世界最大の造船業拠点
横須賀（ 神奈川 県）

ウラジオストク
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ジブラルタル



ポーツマス



横須賀



⑫住宅都市

■(  レッチワース )（イギリス）
多摩（ 東京 ）
吹田（千里ニュータウン）（ 大阪 府）
芦屋（ 兵庫 県）

レッチワース



多摩



吹田



芦屋



４ 街路形態による都市の分類

直交路型 放射環状路型 迷路型 放射直交路型



(１)碁盤目状（直交路型，格子）街路網

例）ペキン（中国），
京都
札幌（日本人口５位）
(ニューヨーク)（米 人口１位）



北京



京都



札幌



ニューヨーク



(２)放射環状路型街路網

教会や宮殿を中心に都心部から周辺部に向か
って放射状に配列した道路。ヨーロッパの都市
に多い道路形態。

例）モスクワ，(    パリ )，(   キャンベラ )



モスクワ



パリ



キャンベラ



(３)放射直交路型街路網

例）(ワシントンD.C   )(アメリカの首都)，
(  ニューデリー )（インド 首都デリーの新市街）



ワシントンＤＣ



ニューデリー



例）( ダマスカス )（シリア），アルジェ（ｱﾙｼﾞｪﾘｱ），
日本の城下町

(４)迷路型街路網

イスラム圏の古都に多い



ダマスカス



アルジェ



５ ヨーロッパとアメリカの都市景観の違い
(１)ヨーロッパの場合

・・・歴史的建造物を保護する国が多く,( )に
歴史的景観が残る

郊外に高層建築

中心に旧市街地

中心部



中心部に超高層建築物が林立し,( )が
形成。

(２)アメリカ

摩天楼



 



６ 都市の５つの特色

(１)段階を踏んで成長する

①都心から郊外に向かう交通幹線の建設

・・・・郊外（農村地域）への市街地拡大がはじまる。

( スプロール現象)、別名、蚕食現象をともなう拡大



隣接する都市との連接によって( コナベーション（連
接都市・連合都市）)が形成

②さらに成長



ドイツの( ルール地方 )の都市，
( 東京-横浜 )付近，前橋-高崎



複数のコナベーションが連接して
(  メトロポリス（巨大都市）)が誕生

③個々のコナベーションが成長

(   東京,名古屋,大阪 )など



周辺地域を従属させる(  メトロポリタンエリア
（大都市圏)）に成長。

④そのメトロポリスが成長

東京大都市圏（首都圏 ）
阪神大都市圏（近畿圏 ）
中京大都市圏（中京圏 ）



⑤メトロポリタンエリアの成長

この段階では周辺地域に，(   ベッドタウン )，
新興の工業地域が転々と配置されてゆく。



⑥複数のメトロポリタンエリアが拡大し連接

交通幹線(鉄道・道路)に沿って帯状にメトロポリ
タンエリアが連接（合体）して(メガロポリス（巨帯
都市，巨大都市域）)が形成。

１962年『メガロポリス』の中での
(Ｊ＝ゴットマン)(パリ大学地理学教授）の命名。



■日本の(                                ）

・・・多くの百万都市を含み，14都府県で，日本人口
の半分以上を含む。６５００万の人口が集中))

東海道メガロポリス



・・・5つの百万都市を含む，合衆国人口の20パー
セント以上が集中.ボストン～ニューヨーク～フィ
ラデルティア～ボルティモア～ワシントンにかけ
て展開。約４０００万の人口が集中）

■合衆国の(                       )メガロポリス

［ボストン］～［ニューヨーク］～［フィラデルフィア］
～［ボルティモア］～［ワシントン］



ボストン

ニユーヨーク
フィラデルフィア

ボルティモア
ワシントンＤ．Ｃ．



(２)中心地機能をもっている。

■中心地機能

周辺の人・モノを引き付ける機能。あるいは都
市内部や周辺地域に対する( )
の供給機能

サービス



(３)都市によって，中心性(中心地機能)の大きさが異なる。

→階層的分類が可能

例.日本の場合

・・・・企業の本店・本社が立地するような都市

■国家的中心都市（ 東京・大阪 ）東京 大阪

■広域中心都市（ 札幌 ・仙台 ・ 広島・ 福岡 ）

・・・・企業の支店・支社が立地するような都市

札幌 仙台 広島 福岡

■準広域中心都市 ( 高松・ 金沢・ 新潟・ 熊本)

・・・・企業の事業所・営業所・代理店・出張所が立地する
ような都市

高松 金沢 新潟 熊本



名古屋 神戸 京都 横浜

都市階層は低いが,国家的中心都市に近いため
本社が多い。

※( )は



都心に近付くほど,( 地価 )が高くなる
ため土地利用が違ってくるため

(４)諸種の地区から成り立つ構造をしている（地域分化
している）。

都市が成長し，都市域が拡大すると，都市の核
心部分である都心を中心として，規則性をもって
都市内部の地域分化が進む。

地価





①都市の地域分化についてのモデル

■( バージェス ) 1925年

・・単一の中心をもつ単核構造の都市構
造をモデル化した「同心円構造モデル」

シカゴ



■( ホイト )

・・・バージェスのモデルに,郊外電車沿線の特徴的な土
地利用のパターンを加味した扇型構造モデル

東京



・・・現代は複数の中心（都心）をもつ多核構造の都市が
多いとした、多核構造型モデル

ロンドン

■ハリスとウルマン 1945年



②基本となるバージェスのモデル

C.B.D(中心業務地区)

工業地区

周辺地域の住宅地

周辺商店街

(住宅・商店)
混合地区



昼夜間人口率＝( ) ÷ ( )×１００

(５)中心地機能が大きい都市では,昼夜間人口率が高い
(昼間人口が多い)

①昼夜間人口とは

■算出の仕方

昼間人口 夜間人口

１００以上は昼間人口［ ＞ ］夜間人口

■見方

＞



②都心と衛星都市の比較

■中心業務地区

・・・・・昼間人口(   ＞ )夜間人口（常住人口）＞

千代田区（昼 約82万 夜 約５万
昼夜間人口率 1738％)

■衛星（住宅）都市

・・・・・ 昼間人口( < )夜間人口（常住人口）

(横浜市 )（昼 約337万 夜 約368
万 昼夜間人口率 91.5 ）

＞



７(補充) 現実の地域分化のパターン(ホイトのモデル
に近い例が多い)

①都心

⑥副都心

②混合地区

⑦郊外地域

③工業地区

④周辺地域の住宅地区

⑤周辺商店街



(１)都心（都市の核心部分）

・交通・通信機関が集中し，昼夜間人口の差が
大きい（人口の空洞化）

・地価が高く，土地の垂直的利用が行われる
（高層化・地下化）

特徴

■1【 ＣＢＤ 】（業務中心（中心業務）地区）

政治行政機関，大企業，銀行などの本社があり，高層
建築が目立つ

【霞が関 】（東京），中之島（大阪），
シティ（ロンドン），ウォール街（ニューヨーク）



※周辺都市圏から買回り品 を求めて訪れる人が多い

■2都心商店街

デパート，高級専門店，娯楽施設が多く地価最高

【 銀座 】・日本橋，六本木（東京），
梅田など（大阪），五番街（ﾆｭｰﾖｰｸ）

混合地区よりの所



(２)混合地区

・都心のすぐ近くにある，住宅と零細な工場・商店
街などが混在する地区がある。

・ブルーカラー層・（ 低所得者層 ），海外
から移住してきた人々などが暮らす。

・不良住宅区（スラム ）の形成，治安
の悪化など様々な問題が発生しやすい。

東京の荒川区など

特徴



(３)工業地区

・水陸交通に便利で, 地価が安く，広大な敷地が手
に入る（ 臨海 地域）や内陸部に立地。

・河川・運河・鉄道などの便がよい所

（ 江東区 ）（東京），淀川河口（大阪）

特徴



(４)周辺地域の住宅地区

・周辺地域の住宅地区の近くで，交通の便がよい所
に立地。ここで売られている商品は，（ 最寄品 ）
が中心であり，買回り品を扱う専門店は少ない。

・（ ホワイトカラー層 ）・熟練工がよりよい住環
境をもとめて郊外に流出し，郊外へ向かう鉄道沿
いに形成。

武蔵野台地の付近

(５)周辺商店街

中野駅前・小岩駅前である。



(６)副都心

・郊外電車の（ターミナル ）に位置し，商業・サ
ービスなど都心の機能の一部を代行する地区

【 新宿・池袋・渋谷の3大副都心 】（東京）
（ラ・デファンス ）（パリ）
臨海副都心（東京，1995年指定）

(７)郊外地域

・主として郊外電車沿線の丘陵地などに新しく開
発された（ ニュータウン ）

（ 多摩ニュータウン）（東京）
港北ニュータウン（神奈川）
（千里ニュータウン；日本で最初）（大阪）



(８)新都心やウォーターフロントの開発(日本)

・日本では,バブル経済期に地価が暴騰したため
周辺県などに「新都心 」と呼ばれる業務
指定地区を設け，中心業務地の分散を図って
いる。

【 幕張 】新都心（千葉県）
【 さいたま 】新都心（埼玉県）
【 横浜新都心 】（神奈川県横浜市）

（ｳｫｰﾀｰﾌﾛﾝﾄ再開発）



８ 日本の都市

(１)世界と比べてみた日本の都市の特徴

・・・（東京 ）への都心機能の過度な一極集中

・・過度な一極集中から（ 首都機能移転 ）も検討（
栃木・三重・岐阜など３候補に絞られる）

①東京

（フランス ；中央集権国家),
（韓国 ）も首都への一極集中の傾向



②対照的な国

・・・連邦制国家のドイツでは首都機能を複数の都市
に分散

■（ ベルリン ）
・・・国会・政府機能（行政・立法）

■（カールスルーエ ）
・・・最高裁判所（司法）

■（ フランクフルト ）
・・・中央銀行・証券取引所など（経済）



(２)行政的に定められた都市階層の存在

①（政令指定都市 ；現在，人口７０万以上が目安）

府県または知事などの事務権限のうち，福祉，
衛生，都市計画など１８項目の事務を，府県を
経ずに国と直接行える。札仙広福を含む。（東京
23区は違う。）

②（中核市 ；人口20万以上，市域面積１００平方
キロメートルが目安）

宇都宮（栃木）金沢（石川）姫路（兵庫）高松（香
川）など （前橋市（2009年）や高崎市（2011年）も
平成の大合併をへて昇格）



③（特例市 ；人口２０万以上が目安）

太田市（2007年）や伊勢崎市（2007年）も平
成の合併をへて昇格

2015年4月廃止



(３)日本の政令指定都市 全国に20ある

札仙広福



④複数の政令指定都市を持つ府県は必ずおさえる。

(４) 政令指定都市の覚えるポイント

①日本で一番人口の多い市・・・（ ）

②広域中心都市（ ）の位置

③札幌までは順位とおおよその人口

・・・（ ）

横浜市

札幌・仙台・福岡・広島

神奈川, 大阪, 福岡



(５)広域中心都市（札幌・広島・仙台・福岡）の特徴

・・・「小売業販売額と卸売業販売額」との対応

①地域の中心都市になればなるほど
（ ）は大きくなる卸売業販売額

②小売業販売額は（ ）
がある

人口比例傾向

卸売業販売額
このため横浜・川崎など衛星都市的な性格を
持つ市は（ ）は小さくなる。



(６)都道府県庁所在地が人口１位でない都市
(2011年４月現在) 

■福島市（29）（福島県）→（ ）（34）・郡山市（33）
■前橋市（33）（群馬県）→（ ）（37）
■静岡市（71）（静岡県）→（ ）（79）
■津市（28）（三重県）→（ ）（30）
■山口市（19）（山口県）→（ ）（28）

いわき市

高崎市
浜松市

四日市市

下関市



９ 海外の都市

(１)首都人口が第1位でない主な国の都市人口とその順位




