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【問題意識】我が国の都市政策の転換 －マクロからミクロへ－
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 今までの戦後の成長社会：
（国土の状況）
・1960年代の高度成長期以降：人口･産業の三大都市圏への集中
・ｵｲﾙｼｮｯｸ後から近年まで：東京一極集中

（講じられてきた政策）

『産業と雇用機会誘致･再配置のための国土構造･都市構造再編政策』
・全国開発＝(1962-)新産工特､工業等制限､保養地整備､地方分権､地方創生etc
・首都改造計画＝(1985)連合都市圏型構造づくり
・東京都の政策＝(1986)多心型都市構造づくり

＝(2000)環状ﾒｶﾞﾛﾎﾟﾘｽ構想
（･ｾﾝﾀｰｺｱ再生ｿﾞｰﾝ・東京ｳｫｰﾀｰﾌﾛﾝﾄ活性化ｿﾞｰﾝ・都市環境再生ｿﾞｰ
ﾝ・核都市広域連携ｿﾞｰﾝ・自然環境保全活用ｿﾞｰﾝ）

＝(2017ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ)環状ﾒｶﾞﾛﾎﾟﾘｽ-交流･連携･挑戦の都市構造
（･中枢広域拠点域・都市環境共生域・多摩広域拠点域・自然環境
共生域）

戦後の国土構造･都市構造再編政策は一定の役割を果した。

 これからの高齢･成熟社会：多様な視点からの豊かさの追求
・人口･産業以外の指標……質的豊かさ（生きがい･心の充実・安心）

・重視すべき都市機能：歴史･文化芸術･観光･飲食･ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ･包容力
⇒政策論：「地域社会に目を向けた豊かさ政策」



Rome視察調査
2017.8.5 - 8.11
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ｶﾗｶﾗ浴場
古代ローマ3C

ｺﾛｯｾｵ、凱旋門
世界遺産1C･4C

ｻﾝﾋﾟｴﾄﾛ寺院
（ﾐｹﾗﾝｼﾞｪﾛ設計）

15C中葉

ﾊﾞﾁｶﾝ美術館・
ｼｽﾃｨｰﾅ礼拝堂

ｻﾝﾀﾝｼﾞｪﾛ城
（2世紀完成・皇帝の霊廟）
（14C・教皇の要塞）

ﾁﾙｺ･ﾏｯｼﾓ
（戦車競技場）

BC６C

ｶﾝﾋﾟﾄﾞﾘｵ広場
（ﾐｹﾗﾝｼﾞｪﾛ設計）

15C中葉

ﾅﾎﾞｰﾅ広場
（ﾄﾞﾐﾃｨｱｽ競技場）

古代ローマ

ﾄﾚﾋﾞの泉
（古代ローマの水道終端施設）

18C中葉に改造

ﾍﾞﾈﾁｱ広場
とｳﾞｨｯﾄｰﾘｵ記念堂

城壁・ｵｽﾃｨｴﾝｾ門・
ﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞBC13-14C

ﾄﾗﾔﾇｽ市場・ｱｳｸﾞﾄｩｽ広場2C

ﾌｫﾛ・ﾛﾏｰﾉ
世界遺産

SMﾏｯｼﾞｮ-ﾚ
大聖堂
世界遺産4C

SJﾗﾃﾗﾉ大聖堂
世界遺産4C

【地図の南】SPﾌｫｰﾘ･ﾚ･ﾑｰﾗ大聖堂 世界遺産4C

黄色は
ローマ歴史地区
世界遺産（７箇所）

■主な史跡・遺跡等の視察先
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AC3の城壁

BC4Cの城壁

Fiumicino空港

有料高速道路
(ｱｳﾄｽﾄﾗｰﾀﾞ)

無料高速道路
(ｽｰﾍﾟﾙｽﾄﾗｰﾀﾞ)

アッピア街道（無料高速道路）

(地図) Michelin map Italia Centro -市販-■ローマ地図



セルウィウス城壁
（BC4世紀初建設）

アウレリアヌス城壁
（AC271-275年建設）

ｾﾙｳｨｳｽ城壁・ｵｽﾃｨｴﾝｾ門・ﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞ

ｱﾙﾃﾞｱﾃｨｰﾅ門
20170806撮影

20170806撮影

1km

■ローマ中心部の城壁位置
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ｶﾍﾟﾅ門：ｱｯﾋﾟｱ街道起点
http://www.vroma.org

/~araia/capena.html

（地図）
https://lapizarradesociales.wikispaces.com/file/view/Plan_Rome-

_Tempel_van_Bona_Dea.png/322541450/800x638/Plan_Rome-

_Tempel_van_Bona_Dea.png



■6C・16C・20Cの建物が併存、14C・16Cの階段が併存

ﾐｹﾗﾝｼﾞｪﾛの階段は、乗馬
のまま登れるよう幅広に
なっている。
https://en.wikipedia.org/wiki/

Capitoline_Hill#Cordonata

ｶﾝﾋﾟﾄﾞー ﾘｮ広場
（1536-46建設)へ
の階段Cordonata

ｻﾝﾀ･ﾏﾘｱ･ｲﾝ･ｱ
ﾗﾁｪﾘ教会(6C建
設)への階段

ｳﾞｨｯﾄｰﾘｵ
記念堂
(20C建設)
1861年にｲﾀﾘｱ
王国を統一した
国王を記念し
1911年完成

階段は疫病（ﾍﾟｽﾄ）救済
への市民の感謝を表す
ため1348年建設
www.turismoroma.it/

階段は16Cにミケランジェロ
が建設（Porta設計1581-
82） Wikipedia〈Cordonata〉
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すべて20170806撮影20170805撮影



■日常の建物が史跡と隣り合わせ

左：ﾚｽﾄﾗﾝ 右：教会の軍司令官事務所

道の先に史跡「トラヤヌス市場」

手
前
：市
場
跡
、
奥
：事
務
所

右の一般建物の前に史跡「アウグストゥス広場」

すべて20170806撮影
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■現在も使われている古代の戦車競技場ﾁﾙｺ･ﾏｯｼﾓ
・ﾌｨｰﾙﾄﾞ面は長540m×幅80m、観客席は幅30mの堤部に25万人。19Cには工場・ガ
ス製造場に使われたが1930年代に浄化され元の形の公園に戻された。その後の発
掘で観客席や、ｽﾀｰﾄｹﾞー ﾄと直線ｺｰｽが明らかになった。現在ﾄﾗｯｸ面は埋戻され、後二
者は9m下の土の中にある。観客席の湾曲部は発掘中だが、ﾌｨｰﾙﾄﾞ面ではｺﾝｻｰﾄや
各種の大会が行われている。 www.ancient.eu/
・映画ベンハーの撮影現場

20170806撮影

古代競技場跡の向こう（北）はﾌｫﾛ･ﾛﾏ ﾉー遺跡(20170806撮影)
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7bab2ef15f8f5e15473f9f88ec423931--palatine-hill-roman-architecture.jpg

古代復元図 現 代



■世界遺産“カラカラ浴場”での舞台公演

史跡を背景に仮設舞台で歌劇「トスカ」の公演
20170806撮影

上は昼間、下は同日夜
＜20170806撮影＞
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20170806撮影

20170806撮影

AC85年完成。276m×106ｍ、観
客3万人収容の元ドミﾃｨアヌス皇
帝の競技場。10Cは修道院用地、
13Cは軍馬訓練場。周囲の地が
ｲﾝ・ｱｺﾞー ﾈIn Agone（娯楽）広場と
呼ばれ、それが変化してNavona
広場になった。wondertrip.jp

■ﾅﾎﾞｰﾅ広場ーー
古代の競技場は現代
では市民・観光客の
憩いの場

ﾞ写真の後方建物には、オープン
カフェ、ショップ、レストランなど
が建ち並び、広場を楽しむ。

・写真の左「四大河の噴水」
（1648-51年制作・バロック様式）
と右「サンタニュイ-ゼ･ｲﾝ･ｱｺﾞー ﾈ
教会」（1667年完成・同様式）
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■古代ローマの万神殿パンテオンも観光地

■トレビの泉

BC25年建築だが、焼失後AC2Cに再建
なそ波瀾万丈の歴史をもつ。この史跡が
注目されるのは1870～1966年までイタリ
ア君主制の墓であり、ラファエル1483-
1520の墓があるからだ。（wikipedia、
ancient.eu）

パンテオンそ
ばの公共水
道に市民･観
光客の群れ

古代ﾛｰﾏの人工泉。18Cに現在地に移設 20170808撮影、気温40度で水不足感じず

20170808撮影
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■古代ローマ中心地（ﾌｫﾛ･ﾛﾏｰﾉ）付近の復元模型

ﾁﾙｺ・ﾏｯｼﾓ

カンピドリオ

フォロ・ロマーノ

コロッセオ

カラカラ浴場
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http://img.lelivrescolaire.fr/histoire-6e-2016/l-empire-romain/la-diffusion-du-modele-de-rome/3000.h6.7.lec.doc2.maquetteurbs..png

カペナ門(アッピア街道起点)
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カンピドリオ
の神殿

http://www.ec-

cedre-noisy.ac-

versailles.fr/ec-

cedre-

noisy/Didapages/pr

esentation%20rom

e/Maquette.jpg

■赤い矢印の
建物の遺跡
が・・・

マルチェッロ劇場
（BC10ｱｳｸﾞｽﾂｽ建設）

コロッセオ

フォロ・ロマーノ



■歩道の境界を越えて残した遺跡
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20170809撮影

20170809撮影

20170809撮影
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Siena視察調査
2017.8.8 – 8.9
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20170808撮影



■シエーナ

伝説ではロムロスとレムスの双子の
レムスの子孫。紀元30年にローマ人
がsienaという軍事基地を建設。6Cに

はﾛｰﾏ・ﾌﾗﾝｽ間のﾌﾗﾝｸ街道上の重要
な都市に。9-11Cには教会が市を統
治。13-15Cにはﾌｨﾚﾝﾂｪと争い傘下に

入ったが芸術家が各種の美しいモ
ニュメントを作ったｺﾞｼｯｸ都市。14-

19Cは金融都市として発展。
http://www.aboutsiena.com/history-

of-Siena.html

現在「市citta」-ｼｴﾅ県-ﾄｽｶｰﾅ州
・人口53,772人2016年

・三つの丘に囲まれたすり鉢状の傾
斜のある地形

・西：ｶｽﾃﾙｳﾞｪｯｷｵ丘、東：ｻﾝ･ﾏﾙﾃｨｰ
丘、北：ｶﾓｯﾘｰｱ丘

3つの丘に囲まれた低地に自治のシ
ンボル「市庁舎とカンポ広場」

西の丘にはキリスト教のシンボル
「ドゥオモと広場」
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■二つのシンボル広場 「市役所とカンポ広場「「シエナ大聖堂と広場」
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geometriefluide.com

レンガ色し
た石造りの
建築物が街
一杯に密集
しているの
もシエナの
特徴



■ゴシック建築の大聖堂は美しく観光客は集まるが・・・
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■市のシンボル“カンポ広場”に昼夜たくさんの人が集まる
＜市庁舎： 1284年～1310年建設のプッブリコ宮殿。一時期ﾒｼﾞﾁ家が支配。
マンジャの塔：1348年完成＞ ＜周囲の1階は店舗、2階は住宅＞

すべて20170808撮影



■密集した中世の建物の路地を歩くとホッとする
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すべて20170808撮影
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■坂道にも憩いの場

■レンガ色の建物
に多彩なカラーが
似合う

シエナのリッチャレッリ （アーモンドの粉、卵白、砂糖）

すべて20170808撮影



■メジチ家要塞に
隣接して“青空市”
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〈メジチ要塞〉
1555年ﾌｨﾚﾝﾂｪ領主ﾒｼﾞﾁ家ｺｼﾞﾓ１

世がｼｴﾅ陥落。ｼｴﾅの独立運動を
阻止するため1580年要塞完成。18

世紀末ﾒｼﾞﾁ家大公死去しﾊﾌﾟｽﾌﾞﾙ
ｸﾞ・ﾛﾚｰﾇ家に交代。要塞武装解除。
1937年修復の後、公共公園に。
（it.wikipedia、池上俊一著「シエナ」）

すべて20170809撮影
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■メジチ家要塞は市民の健康づくりと国営ワイン販売の場

若者が健康
づくり

老夫婦散歩

堡
塁
の
建
物
は
国
営

ワ
イ
ン
展
示
販
売
所

すべて20170809撮影
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■街の記録・来訪者の写真が壁
を飾る「レストラン」、中世の路地
裏「カフェ」で食事が楽しめる

すべて20170808撮影
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■市民の連帯と誇りのコントラーダ・シンボルが
屋外の随所に。

パリオ(競馬祭り)の写真
すべて20170809撮影



＜参考＞時代区分
 ヨーロッパの3時代区分法：古代～中世～近代（近世・近代）

中世＝5C～15C

西ローマ帝国滅亡453～東ローマ帝国滅亡1453 封建制・農奴制社会

近世＝15C～19C初
ゲルマン民族大移動～東ローマ帝国滅亡(byｵｽﾏﾝﾄﾙｺ)
ルネサンス・宗教改革・大航海時代～市民・産業革命前

近代＝19C初～
市民・産業革命以降
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＜参考＞建築様式
 ﾛﾏﾈｽｸ＝10-12C 丸い・がっしり・どっしり、壁分厚い、窓小さい・少ない

 ｺﾞｼｯｸ＝12-15C 尖っている、垂直思考、窓大きい・多い

 ﾙﾈｻﾝｽ＝16-17C 整然、均等比率、左右対称、水平指向
整数比例の正方形と丸形を基調と幾何学様式

 ﾊﾞﾛｯｸ(ﾛｺｺ)＝17C初-18C初 うめり、ねじれ、ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ
内外別ﾃﾞｻﾞｲﾝ（部分最適、目的重視）、豪華微細

新古典・ﾊﾟﾗﾃﾞｨｵ＝ギリシャ様式復活 以上

〈deo.o.oo7.jp/construction/study/top.html〉


