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名古屋における地下街の形成
田
｢
尾張名古屋 は城 で持 つ｣ と言 った の は昔 の
請 ,今や一部 には ｢
地下街 で持つ｣ と言 う程 ,名
古屋は全国屈指 の地 下街が発達 した都市 とな って
い る｡本論文 では ,名古屋 に地下街が発達 した原
因を考察す るとともに,地下街 の立地別 ･年代別
の特徴を明 らかに し,今後 の展望を推諭 してみた
い｡
名古屋に地 下街 が発達 した理 由を簡単 に言 え
ば ,それは都心部の地上に商店街が形成 ･存続 で
き得 るような空間がなか ったためだ といえ よう｡
戦後 の都市計画に よって都心主要道路が軒並み拡
幅 された結果 ,既存 の商業地は分断 され ,高層建
造物 の立地 し易い環境が作 られた｡そのため都心
での立地競争 は激化 ,地価 の高騰が起 こ り,高地
価 に もかかわ らず都心部に立地で きるのは ,業務
機能か ,小売商業機能 では百貨店や大型量販店に
限 られて しまった｡ ち ょうどその頃市電に替 え地
下鉄を建設す る計画が起 こ り,経営不振にあった
都心部の商店主達 は,地下鉄の敷設 と同時に地下
街 を造 り,地上店 の不振を補 お うとしたのだ｡彼
らは都市部に高層 ビルが立 ち並び ,都心､
が立体化
してい く動 きを的確 に捉 え,立体化 の一形態 とし
て地下 の商店街を実現 させたわけである｡名古屋
に地下街が発達 した大 きな要因の一つが ,名古屋
商人の存在にあると私は考 えてい る｡
地下街 の顧客吸引力は ,地下鉄 と直結 している
とい う立地 の良 さ,歩行者 の安全性 ,天候 に左右
されない全天候性 ,計画的に構成 ･配置 された店
舗 とい う地下街 な らではの長所 に よ り,地上商店
街 のそれをは るかに上回 るものであった｡ この名
古屋初の地下街 の成功に刺激 され ,名古屋 の都心
部には次 々と地下街が建設 され ,また全国で も地
下街建設 ブームが起 きたわけである｡
名古屋では地下街 の建設が昭和 3
2年か ら平成 1
年 まで と長期に捗 っているため ,建設時期に よっ
て地下街の業種 構 成 に は差 異 が生 じて い る｡即
ち,古い地下街程飲食料品店 の占め る割合が大 き
く,新 しくな るにつれて買回品店の割合が大 き く
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な っている｡ これは ,初期の地下街が地上 の商店
街 の業種構成 を参考 に したため と思われ ,地下街
とい う特殊 な環境 が考慮 され る よ うにな るにつ
れ ,実利 の大 きい衣料品 ,文化品な ど買回品を扱
う店舗 の割合が大 き くなってい る｡立地場所 の違
いに よって も,業種構成には差異が生 じている｡
即 ち栄地区は旧来か らの都心商店街 で ,地上に 3
つの百貨店及び専門店 ビルを有す ることもあ り,
依然 として買回品は栄で ,とい う傾 向が市 内の購
買者 の中で強いため ,衣料品を主 とした買回品店
舗が多 くな っている｡一方駅前はJ
R,私鉄な ど,
市外 と市 内を結ぶ交通 の結節点 に位置す るため,
市外か ら市 内‑通勤 ･通学す る人達が乗換 え時に
購入で きるよう飲食料品店舗 を多 く配 している｡
駅西地区は ,東海道新幹線改札 口に近接 して立地
していることか ら,特産品 ･土産物 を扱 う店舗 の
割合が圧倒的に大 き く,立地場所が業種構成に影
響 を与えた最 も顕著な例 と言え よ う｡
名古屋 の地下街 は今度 どの ようにな ってい くだ
ろ う｡近年 ,地 下街 の防災 に対 す る危供 が高 ま
り,地下街 の新 ･増設は困難にな って きている｡
確かに地下街 内で火災 ･ガス爆発 な どの事故が起
きた場合 ,それは地上で起 きた場合 よ りもさらに
大 きな災害になる可能性 は極めて高い｡ しか し,
防災面 での不安 とい う点だけで即地下空間の利用
拡大を否定 して しま うのは どうであろ う｡名古屋
の都心部の地上には既に商店街が形成 され得 るよ
うな空間がないのは事実である し,地下街に併設
された地下駐車場は ,地上の駐車場不足 の対応策
として も一役買 っている｡ また ,近年造 られた地
下街 には,画期的な防災対策が施 されている｡
これ らの事実 と,地下街が今や都心商店街 の顔
ともな っていることを考 え合わせ ると,法的に地
下街建設を抑制 して しま うのは非常 に残念な こと
に思われ る｡今後 ,地下街 に対 しては ,建設 を抑
制す るのではな く,法で規制す ることに よって誘
導 し,秩序 ある発展を 目指す方 向で進 んでい って
ほ しい ものである｡
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