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１．はじめに 

本研究の目的は，わが国における都市計画法第６条で「都

市計画に関する基礎調査」として定められている調査（以

下，「基礎調査」と呼ぶ）のあり方について，海外の類似す

る制度との比較を通じて論ずることである。本稿はその端

緒として，欧米や環太平洋の諸国を事例として，海外の市

街地における建築物の現況データ整備に関する制度を比較

することにより，建築物の現況データがいかなる主体によ

ってどのような目的で整備され，どういった内容・形式で

収集されているかについての調査の速報である。 
地方分権に向けた潮流の中，それぞれの地域の現状に即

して適切に対応し，居住環境，市街地環境の更なる向上を

目指す必要がある。しかしながら昨今の社会・経済的な厳

しい制約の下で効率的な都市経営が求められており，現況

を把握するための手法についても最大限の効率が求められ

ている。同時に，アカウンタビリティの観点から客観的な

データに基づく合理性も必要である。 
わが国の市街地環境，土地利用のコントロールの主な手

段として，建築物の形態・用途などを規制，誘導するもの

がある。現況を把握することなしに，効果的なコントロー

ルはできない。建築物１棟毎の情報を効率的・効果的に収

集し，居住環境・市街地環境の向上につなげていく必要が

あろう。 
現在，この目的のために利用されているのは，専ら基礎

調査によるデータである。基礎調査を実施する主体として，

都市計画区域については都道府県が，準都市計画区域につ

いては市町村が定められているが，準都市計画区域の事例

は未だ知られておらず，事実上，都道府県が実施するもの

となっている。また昭和62年に建設省（当時）により調査

実施要領（以下，「62 年要領」と呼ぶ）が示されており，

これに基づき各主体が各々の実施要領を定めている。 
建築物に関する他のデータとして，たとえば，固定資産

業務により作成される土地・家屋に関する台帳及び図面，

および，民間企業によって作成される住宅地図データなど

がある。しかしながら，いずれもそれぞれの目的に応じた

データであり，2005年4月に施行された個人情報保護法の

観点から見ても，建築物のコントロールに用いることは難

しい。 
これまで見てきたように基礎調査の果たすべき役割は大

きい。しかし，残念ながら62年要領は作成以来20年近く

を経ており，必ずしも冒頭に述べた背景をふまえたものに

はなっていない。近年の情報関連技術の進展に対応するこ

とも必要である。都市計画・まちづくりの場で市街地の現

況を把握する方法・手段を見直すべき時機を得たというべ

きであろう。 
基礎調査の内容について検討する上で，海外の類似制度

との比較は一つの足がかりとして重要である．その際，わ

が国と対象となる国の状況の類似点および相違点の双方に

留意する必要がある。 
グローバリゼーションの波はわが国のみならず海外諸国

にも及んでいる．たとえば土木・建築の最新技術は全世界

で共有されており，どんな国においても中心都市の市街地

に立つ建築物は同様の技術水準にある。市街地で発生して

いる状況は，どこの国でも本質的にはかわらないといえよ

う。リモートセンシング，地図（主題図）の作成，現地調

査など，基となる調査技術も変わらない。国勢調査など，

社会的な調査の精確さや捕捉の程度は国によって違うよう

だが，建築物などの物理的な対象に関する調査技術に本質

的な差はない。反面，社会・経済状況などや，都市計画な

ど，市街地をコントロールする仕組み，制度の違いは大き
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い。歴史的経緯や住民の意識が異なるため，他国の状況を

理解することのみさえ容易とはいえない。これらの点をふ

まえた上で，それぞれの国の状況を比較することにより，

わが国のより良いまちづくりのための基礎資料を提供する

ことができる。 
 
２．調査方法 

2.1 調査の枠組み 

本研究で着目する建築物の現況データとは，広義には民

間企業を含めた特定の主体が営利・非営利の目的において

個々の建築物の特徴を収集し，蓄積した情報の総体を指す

が，本研究では国や基礎自治体などの行政機関が収集し，

蓄積した情報という狭義の意味で用いる。この場合，現況

データは建築物に関する情報を収集・蓄積する２つの過程

を経て整備される（図―１）。第１段階は「データ整備の制

度」に関連するものであり，行政機関によって特定の目的

が定められ，その目的に合致した現況データの内容や収集

方法が決定された後，この制度に基づいて現実社会の建築

物が実際に調査される。第２段階の「データレベル」では，

第１段階で収集されたデータが地図，台帳，電子媒体など

の表現・記録方法によって蓄積される。 
本調査は，主に第２段階である「データ整備の制度」を

対象として，どういった内容の現況データがどのように収

集されているのかを国際比較に基づいて明らかにしようと

するものである。ところが，現況データの国際比較では，

比較対象となる現況データの選択において２つの問題が存

在する。まずは整備目的に関連する問題であり，どのよう

な利用目的に基づいて整備された現況データを分析すべき

かが課題となる。全ての国に共通してみられる都市計画や

課税管理などの特定目的を定め，その目的のために蓄積さ

れた現況データを比較していくことも想定できるが，各国

の整備実態が大きく異なるため，現実的には不可能である。

このため本稿では，各国で最も一般的に整備されている実

質的な現況データを分析することで，どのような利用目的 
 

 
図―１ 建築物の現況データ整備の模式図 

 

のもとで現況データが整備されているかを明らかにする。 
問題点の第二は，整備主体と関連しており，同一の建築

物に関する現況データが必ずしも統一的に蓄積・管理され

ていないため，いずれの組織・機関が管理する現況データ

に焦点を当てるのかが問題となる。本邦において建築面積

が法務局の登記簿や，都道府県による基礎調査において把

握されているように，都市計画や課税管理利用といった目

的に応じて複数の機関がデータベースを構築するため，い

ずれの現況データに着目するかが課題となる。整備主体と

なる行政機関として，国，基礎自治体，あるいは州・省・

県などの広域自治体を想定でき，各機関が独自に調査する

場合や，同一の基礎自治体であっても部局ごとに独自のデ

ータを蓄積させている場合もある。 
以上の２つの問題点をふまえ，本調査では(a)建築物につ

いて１棟毎に，面的な広がりを持って悉皆的に収集・蓄積

されている現況データに着目するとともに，(b)可能な限り

直近の現状を反映させた建築物の情報を継続的に収集して

いる行政機関に着目して各国の現状を調査した。とくに後

者の観点を重視した場合，多くの国において本邦の市町村

に準ずる基礎自治体レベルにおいて現況データを収集・蓄

積しているため，必要に応じて事例都市を選定し，その事

例に基づいて研究を進める。 
これまでの調査の枠組みにしたがい，次節において調査

の実施方法と事例都市の特徴を概説した後，第３章では各

国の現況データの実態をまとめ，第４章において調査結果

を比較検討し，主要国の特徴ならびに現況データ利用に関

する課題を考察する。さらに結論において日本での現況デ

ータのあり方も考慮しながら，本稿での知見をまとめる。 
 
2.2 調査の実施方法および調査対象国 

本調査が複数の国を対象とするため，まず文献およびイ

ンターネット経由による情報収集に基づいて建築物の現況

データの有無，および都市計画における現況データの利用

に関する基礎的資料を入手し，国際比較が可能な調査項目

を選定した。さらに，対象国の専門家への直接面談により

聞き取り調査を実施するとともに，必要に応じて電子メー

ルによって事例地域の行政機関担当者へ不明項目を問い合

わせた。聞き取りと問い合わせは調査票を利用したが，調

査票では研究の枠組みにしたがって(a)現況データ整備の

目的，(b)整備主体，(c)収集・更新方法，(d)現況データの内

容，(e)データ形式を尋ねた。専門家への聞き取りは 2004
年 12 月～2005 年 2 月の期間実施し，各国１名の専門家か

ら情報提供を受けた(1)。また，電子メールでの問い合わせ

は2005年1月～2月に実施し，２名からの回答を得た(2)。 
調査対象国としてアジア，オセアニア，北米，ヨーロッ

パの各州から１～２か国を選定し，調査を進めたが，本稿

では調査過程において情報を得ることができた７か国(3)を

分析対象とした。このうちアメリカ合衆国，オーストラリ

ア，ドイツの３か国については，データ整備の主体が基礎

自治体であるという理由に基づいて事例都市を選定した。
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これらの連邦制国家では一般的に，外交・防衛を除く地方

自治は州ごとに大きく異なり，国単位での一般性を意識し

て分析することは困難である。とくに都市計画や社会福祉

などの生活に関連する分野においては基礎自治体ごとによ

る制度的差違が大きい。これらの条件を考慮して，比較に

おいては人口規模や社会・経済的特性において例外的な（特

異な）都市には該当しない事例都市を選定し，検討する。 
事例都市として，アメリカ合衆国ではケンタッキー州の

中核都市であるレキシントン市(4)，オーストラリアでは南

東部，ビクトリア州の州都・メルボルン市(5)，ドイツでは

南部・バイエルン州の州都・ミュンヘン市(6)を選定した。 
 
３．現況データの収集と蓄積の実態 

本章ではヒアリングと文献・インターネットでの情報収

集に基づいて，各国の現況データの収集と蓄積に関する実

態をまとめる。まず次節(3.1)では主に専門家からの聞き取

り調査に基づいて韓国，中国，フランス，スウェーデンに

おける整備状況を報告し，さらに3.2において専門家への

聞き取りおよび事例都市の担当者への問い合わせに基づい

てアメリカ，ドイツ，オーストラリアでの整備状況をまと

め，3.3 において現況データの内容と保存形式を比較検討

する。 

 

3.1 韓国・中国・フランス・スウェーデンでの現況データ整備 

まずアジアでは韓国，中国ともに都市計画の基礎資料と

して現況データが整備されつつある。韓国では都市計画法

での指針を起源とした2004年の「国土計画と利用に関する

法(National Territorial Plan and Land Use)」制定以降，全国的

な現況データが本格的に整備され始めている。現況データ

の収集・蓄積は，本邦の都市計画基礎調査と同様に，基礎

自治体の都市計画の準備段階における個別の一斉調査に基

づいて進められている。調査項目および実施方法などは所

轄官庁の指針(The Act Guideline)で詳細に規定されており，

調査項目は自然環境から財政的特徴まで幅広い。ただし，

本格的な現行制度の運用から日が浅いため，現在，多くの

基礎自治体はデータ整備の途上段階にある。 
中国では 1989 年の改正都市計画法および同法施行令に

依拠し，省の下位に位置づけられる県が建築申請書類に基

づいて申請者（利用権者），用途，階数，建築面積などの現

況データを収集し，完成後の建築確認作業をふまえてデー

タ整備を進めている。ただし，調査が市街地に限定されて

いるだけでなく，定期的なデータ更新が進んでいないなど

の課題が存在する。また測量管理法によって大縮尺地図デ

ータの海外への公開が原則的に禁止されているため，本調

査での調査項目であるデータ形式などを実物に基づいて確

認できなかった。さらに，社会主義社会・経済体制に起因

して，原則的に土地所有権は国と特定組織（集団）のみが

保有し，個人は土地の利用権のみを保持するという社会主

義経済独自の土地権利制度が存在しており，資本主義を前

提とする現況データとの比較は困難といえる。 

フランスでは 1980 年代後半以降のミッテラン政権下に

地方分権化が進展し，都市計画分野でも計画権限が国から

基礎自治体へと委譲された。これに伴って建築許可行政に

おいても基礎自治体が建築許可を下すよう改められ，建築

許可行政の枠組みにおいて基礎自治体による現況データの

整備が進展している。ただし，一部の小規模自治体におい

ては都市計画区域策定や建築許可行政を県に委任しており，

データ整備が不十分な地域が存在している。また，スウェ

ーデンでは国税委員会(National Tax Board)が課税管理を目

的として建築物毎の現況データを整備しているものの，

個々の住宅（住戸）に関するデータは未整備であり，中央

統計局が現在，より詳細な住戸台帳(Dwellings Register)の整

備を進めている。 
 

3.2 アメリカ合衆国，オーストラリア，ドイツの現況データ整備 

アメリカ合衆国のレキシントン市では，異なる３プロセ

スを通じて現況データが整備されている（図－２）。まず１

つは建築，滅失の際に所有者が行う許可申請書類に基づく

ものであり，建築監督局への許可申請，同局による現況確

認などが完了した後，現況データが固定資産税局へと転送

され，更新される。更新された現況データは，紙媒体とし

てファイルされるだけでなく，電子媒体形式でデータベー

ス化されている。 
第２は州法（KRS132 条）に基づいて固定資産税局が４

年に１度実施する定期的な現況調査に基づいた現況データ

整備である。固定資産税局は，第１の現況データを課税額

算出の基礎データとして活用するが，それらの許可申請に

基づくデータでは未申請の増改築や利用形態変更を正確に

把握することができない。このため固定資産税局では毎年， 
 

 
図―２ 米・レキシントン市での現況データの整備 

出典：聞き取り調査により作成． 
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建築物の所有者に対して電話によって課税額の変動ととも

に，増改築や利用形態変更の有無を確認しているが，自己

申告であるため，より正確に変化を把握する目的で定期的

な現況調査によってデータ更新を行っている。現況調査で

は，増改築や用途変更などの課税情報に直結する情報が外

観調査を通じて収集されており，建築物内部への立ち入り

調査は行われていない。第３は，条例監督局によって不定

期に実施されている建築物内部への立ち入り調査である。

この調査は，住民からの要請を受けて実施されるものであ

り，申し立ての対象となった特定の建築物や住戸に係官が

出向き，固定資産税局で整備する現況データと比較しなが

ら内部の建具や設備などの住宅機能を確認し，必要に応じ

て改善の指導や勧告を行うものである。 
オーストラリアのメルボルン市においては，国勢調査

(National Cencus)による住宅データに加えて，市中心部（都

心から約5km）を対象とする “CLUE” データベース（土

地利用と雇用に関する国勢調査）が構築され（図－３），建

物に関する現況データも整備されている。本データベース

は，メルボルン市が都心における建築物の用途や業務機能

の集積状況を把握し，都市計画や経済政策等の政策立案の

基礎資料として利用することを目的として，1962年に構築

されたものである。データは５年ごとに更新されてきたが，

近年における経済活動の活性化に伴って短期間での用途変

更が顕著になったため，2000年に２年に１度のデータ更新

へと改められた。調査は航空写真や建築許可申請などの２

次資料に基づいて，新築や増改築などを把握するとともに，

調査官が全ての住戸と事業所を対象として悉皆調査を行っ

ている。市当局は調査結果を幅広い業務分野で活用してお

り，都市計画部局では都心での土地利用強度を算出するな

ど都市計画の基礎データとして利用している。また,土木部 
 

 
図―3 豪・メルボルン市での現況データ整備範囲 

出典：メルボルン市のホームページ CLUE データベースより作成． 
(http://www.melbourne.vic.gov.au/clue/) 

局は本データを道路整備計画や水管理計画において活用す

るとともに，経済部局は経済動向予測の基礎資料として利

用している。 
ドイツにおいては基礎自治体が建築許可制度に基づいて

現況データを逐次更新しているだけでなく，都市計画策定

のための現況調査に基づいて現況データの更新を進めてい

る。前者の建築許可制度は，各州の建築法に基づく州の管

轄事項であるものの，実際には機関委任事務として市，郡，

村などの基礎自治体が運用を担当しているため，基礎自治

体が建築許可行政の枠組みにおいて現況データを整備して

いる。事例都市であるミュンヘン市では，まず都市計画・

建築管理局(Referat für Stadtplanung und Bauordnung)が申請

内容を法規に照らし合わせて審査し，その後完成した建築

物や施設を測量局(Vermessungsamt)が測量するとともに，

都市計画・建築管理局による建築確認が行われる。その結

果，利用や営業許可が認められた建築物の現況データは登

記局(Katastersamt)において登記される。測量局による測量

データおよび登記局による登記データは，主に都市計画・

建築管理局において庁舎内の共有データとしてデータベー

ス化されている。こうしたデータ整備は建築許可行政の一

環であるが故，現況データ整備に関する特別な法規は存在

せず，一般業務の中で逐次，現況データが更新されている。 

一方，都市計画策定のための現況調査は，いわゆる土地

利用準備計画(F-Plan)策定に先立って実施されるものとさ

れており，F-Plan が改訂される10 年程度の間隔で実施さ

れ，その結果は現況データに反映している。ただし，本調

査はF-Plan策定の必要条件ではなく，また基礎自治体ごと

に調査項目や調査範囲が異なっているなど，現況データを

定期的に更新する制度として万全とはいえない。 

 

3.3 現況データの内容と保存形式 

現況データの内容に関して(a)建築物の所有者と利用者，

(b)建築物の用途，(c)面積，(d)階数，(e)建築年のそれぞれの

整備状況を検討する。まず，韓国では多くの項目を対象と

して調査を実施し，保存形式として GIS（地理情報システ

ム）などの電子媒体を積極的に採用しているものの（表－

１），現時点において全国的には現況データは整備途上にあ

る。また，中国においても主要都市では建築申請行政を通 
 

表―１ 現況データの内容および保存形式 

 
「－」は不明または該当しないことを示す． 

出典：2004 年12 月～2005 年2 月の調査より作成． 
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じて現況データが収集・整備されており，電子媒体でのデ

ータ整備も進みつつあるが，農村部のデータの欠落やデー

タ更新などの課題が残る。 
またフランスでは，19世紀以降に国が主導して不動産台

帳を整備してきたという伝統が存在し，現況データのうち

課税に関する情報が全国的に蓄積されてきた。これらの情

報に基づき所有者や用途，面積といった不動産としての側

面に関するデータが基礎自治体で整備されている。また，

パリやリヨンなどの中・大規模都市では，中心市街地のよ

り詳細な現況データを保持し，都市計画に利用している。

ただし，本調査においてデータ更新方法に関する詳細を捕

捉することはできなかった。スウェーデンにおいても課税

管理を目的として所有者や用途，建築・延べ面積などの現

況データが整備されているものの，現在，住戸単位でのデ

ータ整備が進みつつある。 
アメリカ，オーストラリア，ドイツの３か国では，すべ

ての項目が収集されているだけでなく，庁舎内での情報の

共有化が積極的に進められている。アメリカ，ドイツでは

固定資産税が地方税として基礎自治体の財源となっており，

課税の基準となる用途や面積・質に関連する項目を調査す

る必要がある一方，オーストラリアでは，都市中心部での

経済活動が都市経済の基盤となっているという背景の下で，

正確に土地利用の現況を把握し，都市計画や都市政策を立

案するという明確な目的が掲げられ，現況データ整備が進

められている。これら３カ国においては，データの電子化

も顕著であり，庁舎内で現況データが横断的に活用されて

おり，さらに，ホームページを通じて情報の公開が進めら

れている。アメリカでは更新データが電子媒体においてデ

ータベース化されており，市のホームページ(7) で情報の一

部を閲覧することができる。オーストラリアでも同様に詳

細なデータベースが構築されており，一部の情報は街区単

位などに再集計され，ホームページ(8)で公開されている。

またドイツにおいては，とくに中・大規模都市でのGISの

導入が顕著であり，敷地，建築物の現況データの電子化が

加速している。事例都市であるミュンヘン市では1990年代

前半以降，測量局や都市計画・建築管理局がGISを導入し，

大規模なデータベースを構築している。建築許可申請など 
 

 
図―４ ドイツ・ミュンヘン市での電子化された地積図 

出典：Vermessungsamt der Stadt München (2003)． 
注：上掲図は上記出典のデータベースに基づいた印刷物である。 

 

で必要となる地積図も，測量局において紙媒体や電子媒体

として購入できる（図－４）。さらに現況データの一部は市

のホームページ(9) で閲覧可能である。 
 

４．現況データ整備の比較 

これまでの分析から，現況データの整備制度が各国にお

いて構築され，データが収集・蓄積されており，これらの

内容や保存形式は国ごとに異なっていることが判明した。

この差違はデータ整備制度の出発点となる現況データ整備

の主目的の差違に起因しているだけでなく，現況データを

実際に整備する主体に関連する。このため「整備の主目的」

と「整備主体」に着目し，現況データ整備の特徴を比較す

る（図－５）。 

現況データ整備の目的は大きく３つに分類することが可

能であり，固定資産税等の税金徴収に係る(a)課税への利用，

本邦の基礎調査に準じる(b)都市計画への利用，また，より

広汎な(c)都市政策一般への活用である。第１の課税を目的

とする制度は，アメリカ，フランス，スウェーデンにおい

て構築されており，現況データに基づく課税管理が行われ

ている。ただし，国土が広く，基礎自治体の権限が強いア

メリカや地方分権化が進むフランスにでは現況データの整

備主体が基礎自治体であるのに対して，人口規模の小さな

スウェーデンでは国が整備主体となっている。また，フラ

ンスについては一部の中・大規模都市において都市計画へ

の活用もみられる。 

第２の「都市計画」を主目的とする制度には日本，中国，

韓国が該当する。中国では州，日本においては県，韓国で

は基礎自治体が整備主体となっており，このうち日本と韓

国では都市計画策定の準備段階において個別の現況調査が

実施されている。建築許可行政と連動した現況データ整備

と比較した場合，個別の現況調査のみに基づくデータ整備

は，既存のデータベースに依存せずに一定水準の現況デー

タを収集できる反面，(a)準備，実施，事後業務に多大な予

算や労力を要する，(b)実施ノウハウの蓄積が必要である，

(3)データ更新の間隔が長くなる傾向にあるなどの課題を

有する。 
 

 
図―５ 現況データ整備の特徴の国際比較 
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第３の「政策一般」を主目的とする制度にはドイツとオ

ーストラリアが該当し，いずれにおいても基礎自治体が整

備主体として現況データを収集・蓄積している。オースト

ラリア・メルボルン市では個別の現況調査が２年に１度の

頻度で実施され，多様なデータが収集されている。ただし，

調査範囲が都市中心部に限定されているために，調査に関

わる経済的負担を軽減できる反面，市域全体を網羅する現

況データ整備ではないため，本データを広域的な都市政策

立案の基礎情報として利用することはできない。ドイツに

おいては建築許可申請の情報を活用して現況データを逐次

更新するのに加えて，個別の現況調査によるデータ更新を

進めている。 

また整備主体の側面からみると，整備の主目的は異なる

ものの，基礎自治体が主体となってデータ整備を進める国

が多い。このため，各基礎自治体は，都市計画や政策を立

案する際に国や州などに依存することなく，独自の情報源

による詳細なデータを用いることが可能である。 

 

５．結論 

分析の結果得られた主な知見は次の通りである。 
(1) データ整備の主目的に着目した場合，(a)課税管理で

利用，(b)都市計画での利用，さらにより広汎な(c)都市政策

一般への活用という３つの制度に分けることが可能である。 
(2) データ整備の主体に注目すると，(ｱ)基礎自治体，(ｲ)

州・県などの広域自治体，(ｳ)国に分けることができ，多く

の国では基礎自治体が整備主体となっている。 
(3) データの更新は，定期的かつ市街地全域を対象とす

る悉皆的な現況調査によるものと，建築活動を捕捉する逐

次的なものの２種類に大別できる。前者は都市計画を主目

的としており，後者は建築許可業務および固定資産に対す

る課税業務と連動している。悉皆的な現況調査では調査実

施時に多大な予算や労力を要すること，次の調査までデー

タが徐々に陳腐化するなどの問題がある。逐次的なデータ

更新にはそれぞれの業務の目的外の活動が捕捉できない，

また，利用目的のみの変更が捕捉しづらいなどの問題があ

る。 
これらの知見を踏まえ，今後，わが国の基礎調査のあり

方について具体的に検討を行う予定である。 
 
補注： 
(1) 各国の情報提供を提供した専門家は次の通りである。アメリカ：二村太

郎氏（ケンタッキー州立大・院），オーストラリア：堤 純氏（愛媛大学），

韓国：田中 傑氏（東京大学・客員研究員），中国：趙 耀龍（昆明理工大

学），ドイツ：大村謙二郎氏（筑波大学），フランス：鈴木 隆氏（獨協大

学），スウェーデン：松本 忠氏（国土交通省）。 
(2) 電子メールで回答を得た行政機関担当者は次の通りである。アメリカ：

Warth, Debbie氏（Fayette County Property Valuation Administrator），オーストラ

リア：Onyshchuk Yuriy氏（City of Melbourne）。 
(3) 分析対象である７か国は補注(1)に示した。 
(4) 米・レキシントン市は行政上，周辺基礎自治体との広域行政体（レキシ

ントン・ファエット連合市郡役所）を形成している。本稿でもとくに断ら

ない限り，本広域行政体をレキシントン市とする。2000 年国勢調査による

と当市は，面積285.52 平方マイル（約111.5平方キロメートル），人口26.1
万，住宅戸数 11.6 万戸を有し，州都ではないものの，人口規模で州第一位

に位置する商業・文化都市である。 
(5) 豪・メルボルン市はポートフィリップ湾に面する港湾都市として発展し，

人口 313.3 万（2001 年国勢調査）を有するシドニーに次ぐオーストラリア

第２の都市である。当市では自動車，繊維，化学工業などが立地し，国内

有数の工業都市となっている。また，市中心部には業務管理，金融・保険

業等のサービス業が集積しており，州の経済・文化的中心地域となってい

る。 
(6) 独・ミュンヘン市は，2000 年末において面積 310.4 平方キロメートル，

人口124.8万を有し，ベルリン，ハンブルクに次ぐドイツ第３の都市である。

伝統的に商業・行政機関が集積するだけでなく，第２次世界大戦後はBMW
やジーメンスなどの自動車・機械工業の本社や主要工場が立地する工業都

市として発展した。 
(7) http://www.lfucg.com/BuildingInspection/（2005年4月29日 18:20） 
(8) http://203.26.235.226/clue/index.cfm （2005年4月29日 18:20） 
(9) http://www.muenchen.de/Rathaus/kom/vermessung/37929/index.html（2005年
4月29日 18:30） 
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