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1.世界有数の観光地ローマ



1位 フランス 約8300万人

2位 アメリカ 約7700万人

3位 スペイン 約7600万人

4位 中国 約5900万人

5位 イタリア 約5200万人

・

・

16位 日本 約2400万人

（日本政府観光局HP 統計・データ より引用）
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国別外国人訪問者数ランキング



4層からなる外観

• 巨大な円形闘技場

• 剣闘士と猛獣の戦いが
繰り広げられた

• 収容人数：5万人
（＞旧国立競技場）

• キリスト教の公認後、
建築資材として大理石など
が持ち去られた

• 詩人ユウェナリス
「パンとサーカス」
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コロッセオ（Colosseo）

■西暦80年に造られた古代ローマの象徴



レンガでできた回廊 皇帝の席と観客席

猛獣の檻が置かれた地下 修復前と修復後
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オペラの舞台が設営されていたので裏から

• 古代ローマ人の社交場

• 礼拝堂・図書館・
アスレチックなどが
併設された複合施設

• 『テルマエ・ロマエ』
著 / ヤマザキマリ
（発行エンターブレイン）
Cf.古代ローマの浴場設計技師が
現代日本にタイムスリップする
お風呂マンガ→映画化され大ヒット!!
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カラカラ浴場（Bagni di Caracalla）

■カラカラ帝によって建てられた浴場遺跡



レンガでできた回廊 モザイク

美しい床タイル

夏の風物詩 野外オペラ公演
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ヴァティカン宮殿（博物館）

• 歴代の教皇が集めた
プライベート・コレクション
を展示

• 迷路のようなコース

• クライマックスの
システィーナ礼拝堂には
ミケランジェロの最高傑作
『最後の審判』
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ヴァティカン（Vaticano）

■キリスト教カトリックの総本山



二重らせん階段 サン・ピエトロ大聖堂と広場

テヴェレ川 サンタンジェロ城
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その他の観光スポット

ヴェネツィア広場

トレヴィの泉

フォロ・ロマーノ
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レンガでできた回廊 スペイン広場

パンテオン

真実の口
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ナヴォーナ広場 チルコ・マッシモ

あちこちに発掘中の遺跡 アッピア街道
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ローマの街を歩くと

悠久の時の流れを感じながら

3000年を誇る歴史を

一度に見ることができる
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2.「永遠の都」の魅力



カピトリーノの丘(Monte Capitolino)

早坂よしひろ事務所 15



左から

① ヴィットリオ・エマヌエーレ2世記念堂

② サンタ・マリア・イン・アラチェリ教会

③ カンピドーリオ広場

2000年以上前の 【古代ローマの遺跡………………②】

およそ500年前の【ルネッサンス建築………………③】

そして150年前の【イタリア統一以降の現代建築…①】

この【3つの時代】が同時に存在＝ローマの最大の魅力
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ローマの地下鉄でのエピソード

ローマのメトロポリターナに乗った時

私とDさんのことをチラチラ見てくる

赤ちゃんを抱いた女性がいた。

すぐに「子連れスリではないか？」と疑い

黒い上着をヒラヒラさせていたので

その下から手が伸びてこないか警戒した。

我々が目配りしていることに気付いた女性は

今度は別のアジア系と思われる若い女性に

目星をつけて物色しだした。
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すると…
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遠くから大きな声が聞こえてきた。

ある紳士がスリとおぼしき女性に注意したのだ。

しばらく口論が続いた後

次の駅に電車が到着すると

その女性はそそくさと逃げ去った。

（イタリア語がわからない私ですが）

∴ 状況から≪女性は子連れスリ≫と推察される。
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子連れスリと
思われる女性



ローマは治安が悪い

＜イタリアにおける主なトラブル＞

・スリ（テルミニ駅周辺・地下鉄・子連れ・子供の集団）

・置き引き・ひったくり

・おつり・両替のごまかし

・カード被害

・白タク

・ミサンガ売り

・ニセ私服警官

・女性のひとり旅 etc.

（在イタリア日本国大使館HP 安全の手引 より抜粋）
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“観光”の語源

観光：（国の）光（＝文明）を観る

× 単なる物見遊山

○ 人の心に訴えるものがあるから見に行く

[漢文]

観国之光 利用賓于王

[書き下し文]

国の光を観るは 用て王に賓たるに利し

[現代語訳]

他国の優れた文明を研究すると、王に重用されるようになるでしょう。

『易経』
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light 名：光

↓

enlighten  動：光を当てる⇒啓蒙する⇒文明化する

↓

enlightenment 名：文明化すること⇒文明（啓発）

civilization 名：文明化すること⇒文明

↑

civilize 動：市民化する⇒啓蒙する⇒文明化する

↑

civil 形：市民の

↑

citizen 名：都市に住む人⇒市民

↑

city 名：都市
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＝



「永遠の都」の魅力

たとえ嫌な思いをしても

世界中の人々が

何度も訪れる都市＝ローマ
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ローマが「永遠の都」と称されるのは

その美しさからと言われているが

その美しさは

【ローマの歴史そのもの 】であり

【ローマという都市の魅力】である
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3.東京の観光政策



年別 訪日外国人数の推移

（JTB総合研究所HP 観光データベース より引用）
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エリア別 訪日外国人数の推移

（JTB総合研究所HP 観光データベース より引用）
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政府の訪日外国人数の目標

（観光庁HP 「明日の日本を支える観光ビジョン」施策集 より引用）
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2030年に6000万人の目標達成には

新規旅行者だけでなく

リピーターの獲得が重要

（全体の6割）
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昇龍道

中部・北陸地方の9県が提案する6つの広域観光周遊ルート



東京の観光政策

2020年 東京オリンピックに向けて

☆システムの整備

☆おもてなし

☆安全安心のアピール

☆歓迎ムードを盛り上げる

といった施策はもちろんですが
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東京を起点に日本全国を周遊できる

ダイナミックな観光ストーリー

を世界に発信して

【何度も日本へ旅行したい 】

【もっと日本の文明を知りたい】

と外国人に思ってもらえるような

本質的な観光政策が必要
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参考資料

● 書籍
『世界の街角から東京を考える』青山佾（藤原書店）

『都市のガバナンス』青山佾（三省堂）

『地球の歩き方 ローマ 2017～2018年版』（ダイヤモンド社）

『地球の歩き方 イタリア 2010～2011年版』（ダイヤモンド社）

● Webサイト
日本政府観光局：http://www.jnto.go.jp/jpn/statistics/visitor_statistics.html

JTB総合研究所：https://www.tourism.jp/tourism-database/stats/inbound/

観光庁：http://www.mlit.go.jp/common/001126604.pdf

在イタリア国日本大使館：http://www.it.emb-japan.go.jp/nihongo/ryoujijouhou/2016%20anzen.pdf

アニメ「テルマエ・ロマエ」公式サイト：http://www.thermae-anime.jp/

昇龍道：http://shoryudo.go-centraljapan.jp/ja/

※ 注釈のない写真は、全て筆者が撮影したものです。

なお、本稿における主張は、東京都議会議員 早坂よしひろの見解ではなく、

早坂事務所に所属する佐野個人のものです。
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ご清聴、ありがとうございました。

青山先生、土井団長、皆様、

今回も本当に楽しく、

大変勉強になる旅でした。

本視察でのご指導に、

心より御礼申し上げます。
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