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【8月7日 AFP】欧州南部は週末、広域で熱波による記録的な暑さに見
舞われた。8月に入ってイタリアとルーマニアで少なくとも5人が異常
気象の影響で死亡したほか、イタリアでは6日、暴風雨のためさらに3
人が死亡。農作物への被害も広がっている。 

 例年にない高気温は、スペイン、ポルトガルから南仏、バルカン諸
国、ハンガリーまで広い地域で過去最高を更新し、各地で40度超えの
日が続いている。干ばつも深刻化している。7月にも熱波の襲来で山
火事が発生し60人が犠牲となったポルトガルでは、今も影響が続く。 

 イタリアでは、今回の熱波に「ルチーフェロ（Lucifero）」の異名
が付けられた。聖書に由来する、地獄の業火で焼かれたとされる堕天
使・悪魔の名だ。病院に搬送される患者数は例年より15～20％増加。
ナポリ（Naples）のあるカンパニア（Campania）州では4日、湿度
なども相まって体感気温が推定55度という猛烈な暑さとなった。 

 農作物への被害は数十億ユーロ（数千億円）に上るとの試算も出て
いる。イタリア産ワインは15％、オリーブは30％の減産となる見通し
だ。 

出典：AFP BB NEWS  http://www.afpbb.com/articles/-/3138407 

http://www.afpbb.com/search?fulltext=Lucifero&category[]=AFPBB>%E8%A8%98%E4%BA%8B&category[]=%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%97&category[]=%E4%BA%94%E8%BC%AA
http://www.afpbb.com/search?fulltext=Naples&category[]=AFPBB>%E8%A8%98%E4%BA%8B&category[]=%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%97&category[]=%E4%BA%94%E8%BC%AA
http://www.afpbb.com/search?fulltext=Campania&category[]=AFPBB>%E8%A8%98%E4%BA%8B&category[]=%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%97&category[]=%E4%BA%94%E8%BC%AA


「ルチーフェロ（LUCIFERO）」＝ルシファー (LUCIFER)  

• ルシファー (Lucifer) は、明けの明星を指すラテン語で
あり、光をもたらす者という意味をもつ悪魔・堕天使の
名である。 

• キリスト教、特に西方教会（カトリック教会やプロテス
タント）において、堕天使の長であるサタンの別名であ
り、魔王サタンの堕落前の天使としての呼称である。 

• 「ルシファー」は英語からの音訳で、古典ラテン語読み
ではルキフェル、ルーキフェル（羅: Lūcifer）、教会ラ
テン語読みではルチフェル、その他日本ではルシフェル
仏: Lucifer, 西: Lucifer, 葡: Lúcifer）、ルチーフェロ
（伊: Lucifero）、リュツィフェール（露: Люцифе́р）
などとも表記される。 

 
出典： Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC 

http://www.afpbb.com/search?fulltext=Lucifero&category[]=AFPBB>%E8%A8%98%E4%BA%8B&category[]=%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%97&category[]=%E4%BA%94%E8%BC%AA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%91%E6%98%9F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%91%E6%98%9F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%91%E6%98%9F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%83%86%E3%83%B3%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%83%86%E3%83%B3%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%82%AA%E9%AD%94
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A0%95%E5%A4%A9%E4%BD%BF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E6%95%99
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E6%95%99
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E6%95%99%E4%BC%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%86%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%88
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%82%B7%E3%82%A2%E8%AA%9E


8月の気温 

出典： AccuWeather 
https://www.accuweather.com/ja/it/rome/21

3490/august-weather/213490 



出典： AccuWeather  https://www.accuweather.com/ja/it/rome/213490/august-weather/213490 



6月にも・・・ 
「欧州広域で記録的熱波、溶けだす路面 スカートはく男性運転手も」 
 AFPBB NEWS 
 
 【6月22日 AFP】熱波に見舞われている欧州は21日、広域でうだるような暑さとな
り、英ロンドン（London）では41年ぶりに6月の最高気温を更新した。ポルトガル
では週末に発生した大規模な森林火災が今も鎮火に至らず、これまでに64人が死亡
している。 

 イタリアでは例年の平均気温を8度近く上回る猛暑が続き、気象予報士らは過去
15年で最強の熱波になる恐れがあると警告している。最高気温はミラノ（Milan）
で39度、高度1000メートルのアルプス（Alps）でも30度を記録した。 

 英国では、6月の気温としては1995年以来の5日連続30度超えとなった。ロンドン
西部では最高気温が33.9度に達し、1976年に記録された6月の国内最高気温を更新。
開催中の英国伝統の競馬レース「ロイヤルアスコット（Royal Ascot）」では、主
催者が史上初めて厳しいドレスコードの緩和を検討していることを明らかにした。 

 ロンドンの南西に位置するギルドフォード（Guildford）では20日、路面のアス
ファルトが溶けだす事態に。車で通りかかった人々からは、まるで日なたに置き忘
れたチョコレートバーのようだとの感想も聞かれた。 

 フランス西部ナント（Nantes）では、バスや路面電車の男性運転手たちが、女性
運転手にスカート着用が認められているのに男性は短パン着用禁止なのはおかしい
と主張し、スカートをはいて抗議した。 

出典： AFP BB NEWS   http://www.afpbb.com/articles/-/3132990 

http://www.afpbb.com/search?fulltext=London&category[]=AFPBB>%E8%A8%98%E4%BA%8B&category[]=%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%97&category[]=%E4%BA%94%E8%BC%AA
http://www.afpbb.com/search?fulltext=Milan&category[]=AFPBB>%E8%A8%98%E4%BA%8B&category[]=%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%97&category[]=%E4%BA%94%E8%BC%AA
http://www.afpbb.com/search?fulltext=Alps&category[]=AFPBB>%E8%A8%98%E4%BA%8B&category[]=%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%97&category[]=%E4%BA%94%E8%BC%AA
http://www.afpbb.com/search?fulltext=Royal Ascot&category[]=AFPBB>%E8%A8%98%E4%BA%8B&category[]=%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%97&category[]=%E4%BA%94%E8%BC%AA
http://www.afpbb.com/search?fulltext=Guildford&category[]=AFPBB>%E8%A8%98%E4%BA%8B&category[]=%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%97&category[]=%E4%BA%94%E8%BC%AA
http://www.afpbb.com/search?fulltext=Nantes&category[]=AFPBB>%E8%A8%98%E4%BA%8B&category[]=%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%97&category[]=%E4%BA%94%E8%BC%AA


猛暑...アルプスの氷河溶ける 
 08/07 13:29 FNN 

ヨーロッパの一部で続いている記録的猛暑の影響で、イタリア北部の
アルプスの氷河が溶けて、夏のスキー場が休業になる影響が出ている。 
イタリア北部のアルプス山脈にある夏のスキー場。 
ゲレンデの斜面は、雪が溶けて、灰色になってしまった。 

ヨーロッパの南部と東部を襲っている「熱波」では、場所によっては、
気温が40度を超える暑さになっていて、アルプスの氷河も溶け出して
しまった。 
標高およそ3,000メートルにあるこのスキー場も、この日の朝の気温
が12度と、この時期としては、めったにない高温で、ついに6日から
臨時休業となった。 
担当者は、「アルプスでは、ここ数年は降雪量が少なくなっている。
いつ営業を再開できるかわからない」と嘆いている。 

出典： FNN   http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00366560.html 



8月5日19時前の外気温は37℃ 
（ベネチア広場近辺） 



8月6日16時30分の外気温も37℃ 
（パンテオン近辺） 



ローマの噴水が一部停止、 
熱波による水不足で  ［ローマ ５日 ロイター］  

イタリアのローマでは、通りの角々に設置され、常に新鮮な飲み水を提供している噴水の
一部が熱波の影響で停止され、市民の間に不満が広がっている。 

大きな鼻を意味する「ナゾーネ」と呼ばれるこうした水飲み場は市内に２８００カ所ある
が、気温上昇とともに水不足が深刻化し、毎日３０カ所が休止されている。ローマ市民
をがっかりさせるとともに、ホームレスの人々が脱水症状に陥ると懸念されている。 

水道会社は「例外的な水不足」による一時的な措置だと説明、「この措置で生じる不
便についてはよく承知している」という。 

消費者グループは、水道管の老朽化で供給された水の４０％が漏れていると指摘、水
道会社はローマ市の水道管の交換や修理を約束した。 

また、環境団体は、ローマ市全体の水供給のうち噴水が占めるのはわずか１％程度だ
が、下水を清潔に保ったり公共の場での植物への水やりなどに役立っていると主張してい
る。 

出典：ロイター https://jp.reuters.com/article/rome-fountain-idJPKBN19R098 



ローマ水道 

• ローマ水道（ローマすいどう）は、紀元前312年から3世紀にかけて
古代ローマで建築された水道。ローマ水路とも。古代ローマでは、
都市や工場地に水を供給するために、数多くの水道が建設された。
これらの水道は古代の土木建設でもっとも偉大な業績のひとつであ
り、古代ローマ滅亡後1000年以上も、これに匹敵するものは作られ
なかった。現代においても、この古代の水道は多くの都市で実用に
供され、実に2000年以上も水を供給しつづけている。 

• ローマ人は帝国内のどのような大都市でも、水道を建設した。中で
もローマは最大の都市であり、500年かけて建造された11の水道か
ら水が供給される、最大の水道の集積地であった。 

出典：ウィキぺディア https://ja.wikipedia.org/wiki/ローマ水道 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%80%E5%85%83%E5%89%8D312%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%80%E5%85%83%E5%89%8D312%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%80%E5%85%83%E5%89%8D312%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/3%E4%B8%96%E7%B4%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/3%E4%B8%96%E7%B4%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E4%BB%A3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E9%81%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E4%BB%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%9E%E4%BA%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%9D%E5%9B%BD


出典：平成27年3月厚生労働省健康局水道課 平成26年度新水道ビジョン推進支援に伴う調査業務報告書 



出典：平成27年3月厚生労働省健康局水道課 平成26年度新水道ビジョン推進支援に伴う調査業務報告書 



出典：https://www.acea.it/en/group/investor-relations/the-shareolding-structure 

Acea's Ownership Structure 



出典：ACEA   Presentation Italian Infrastructure Day 7 September 2017  
 Presentation Italian Infrastructure Day 7 September 2017 
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ローマ中心部の噴水は稼働中 

8月6日9時頃 カンピドーリオ広場下  8月16日11時過ぎ 共和国広場 



止水中のスタディオ・オリンピコ近くの
噴水 

8月6日12時頃 スタディオ・オリンピコ（左）近くの公園の噴水（左）は止水中 



バチカン、噴水を全て停止干ばつで深刻な水不足 
2017.07.27 THU POSTED AT 19:00 JST 

（ＣＮＮ） ローマ法王庁は２７日までに、ロー

マ市と周辺地域での干ばつが深刻なためバチカ

ン市内のサンピエトロ広場やバチカン庭園など

約１００カ所にある噴水を全て止める緊急措置

を講じると公式ウェブサイト上で明らかにした。 

この種の対策は初めて。止水が始まるのは粉飾

用や飲料用の噴水も含む。 

イタリア国内は高温の乾燥気候と深刻な水不足

に襲われている。ＣＮＮの取材に応じたローマ

の水道供給管理企業によると、同市では既に２

５００の飲料用噴水が止められた。最小限の措

置として８５の噴水の流水は保つ努力をしてお

り、毎日止水する噴水の数は天気と干ばつの程

度次第の状況となっている。 

イタリア地元紙はローマが位置するラツィオ州当

局者の話として、ローマの住民約３００万人の約

半分を対象にした給水制限の措置を検討している

と伝えた。ラツィオ州はローマから約３２キロ離

れ、同市への重要な水供給源であるブラッチャー

ノ湖での取水の中止も予定している。 

イタリアが直面している乾燥気候は過去数十年間

で最悪規模とされ、同国の農業ロビー団体による

と全国の農地の３分の２がこの異常気候の影響を

受けている。地方部での経済的損失は２０億ユー

ロ（約２６００億円）以上に達したとし、森林火

災も起き、環境面でも悪影響を及ぼしていると報

告した。 

出典：CNN https://www.cnn.co.jp/fringe/35104912.html 



初めて噴水を止める対策をしたとニュースになった 
バチカンの噴水 

8月7日12時頃 サンピエトロ広場 



ローマ中心部の噴水は稼働中 

8月7日14時過ぎ ナヴォーナ広場（左） トレビの泉（右） 



ローマ、噴水での飲食・水泳などを禁止 
2017/06/14（水）NNA EUROPE 

ローマのビルジニア・ラッジ市長は13日、市内の噴水のそばで飲食することなどを禁
止する条例を承認した。事故を防止し、歴史的、芸術的、考古学的価値を持つ遺産を
保護する目的。ザ・ローカルが伝えた。 

条例が適用されるのは、観光名所の「ナボーナ広場」や「スペイン広場」の噴水を含
む約15カ所の噴水。飲食だけではなく、水や液体のほか、物を噴水に投げ入れる行為
も禁じる。ただし、映画『ローマの休日』などで有名な「トレビの泉」は、永遠の都
を再び訪れたい観光客がコインを投げ入れる伝統があり、硬貨に限って認めるという。 

条例はさらに、歴史的建造物によじ登ることや、水中で泳いだりペットを洗うことも
禁止している。 

主に観光客が増える夏季を狙った同条例は10月31日まで施行され、違反すれば40～
240ユーロの罰金を科せられる。 

なおフィレンツェでは５月から、観光客が市内の教会の階段で飲食しないよう、昼食
時にホースで水をまいて清掃する措置を講じている。 

出典：NNA EUROPE https://europe.nna.jp/news/show/1621822 



ローマの公共水飲み場、給水停止＝水不足対策 
2017/07/04（火）NNA EUROPE 

例年にない高温と乾燥が続くローマ市は、水不足のため市内の公共水飲み場
への給水を一時的に停止すると発表した。140年以上で初の措置。ザ・ロー
カルが伝えた。 

イタリア語で「大きな鼻」を意味するナゾーニ（nasoni）と呼ばれる蛇口は、
公共の水飲み場として、17世紀ごろにローマ市内の路上や広場などに設置さ
れ、市民や観光客の喉を潤してきた。 

しかし、イタリアは今春、過去60年間で２番目に気温が高かったうえ、約１
カ月にわたり雨が降っていないことから、水不足が深刻化。これを受けて伊
公益事業アチェア（ＡＣＥＡ）が、一部の蛇口への給水を7月から順次停止
することを決定した。約80カ所への給水は続けるという。 

一部の消費者団体や慈善団体からは、「市民や観光客にボトル入りのミネラ
ルウオーターを買うことを強要している」「ホームレスの人々の飲み水がな
くなる」といった不満の声が上がっている。 

 

出典：NNA EUROPE  https://europe.nna.jp/news/show/1629764 



ローマの水飲み場で水をくむ人 

8月7日7時頃 ローマ中心部へ向かう車内より 



ローマの水飲み場 
  ［ ROMA CAPITALEのオフィシャル観光ウェブサイト（ TURISMOROMA.IT ）より］  

息の詰まる暑さの夏日、誰でも冷たい水をひと口飲みたいもの。ローマでは
町中でも良質で美味しい水が飲める。 

ローマ市は1874年、市長ルイージ・ピアンチャーニのもと、町の水飲み場
の設置に着手。高さ120cm、重さ100kg、つややかな鋳鉄製の小さな噴水
「フォンタネッラ」(fontanella)で自由に水が飲める。はじめは3つの竜の
頭の蛇口がついていた。 排水口に落ちた水は道路脇の溝蓋を通って排水溝
に流れていたが、後年フォンタネッラのデザインが変更され、3つの竜の蛇
口がついたフォンタネッラは1本の管にとってかえられた。管はその形が鼻
に似ていることから、地元ローマっ子から大きな鼻を意味する「ナゾーネ」
(nasone)と呼ばれている。竜のフォンタネッラはフォロ・ロマーノ後背部
サン・テオドーロ通り(via di San Teodoro)のロトンダ広場(Piazza della 
Rotonda)や、トレ・カンネッレ通り(via delle Tre Cannelle)などにまだい
くつか残っている。「ナゾーネ」は現在ローマに2000以上あり、家庭の水
と同じ、冷たくておいしい水が絶えず流れ、いつでも喉の渇きを潤してくれ
ている。 

出典： Turismoroma.it   
http://turismoroma.it/lang/ja/cosafare/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%81%AE%E6%B0
%B4%E9%A3%B2%E3%81%BF%E5%A0%B4/ 
 



ローマ中心部の水飲み場も稼働中 

8月9日19時頃 トラステヴェレ周辺 



ローマの水飲み場 
  ［ ROMA CAPITALEのオフィシャル観光ウェブサイト（ TURISMOROMA.IT ）より］  

ローマには石灰華造りのフォンタネッラもある。真鍮製の狼の頭の形
の蛇口から水が流れることから「デッラ・ルーパ・インペリアーレ」
(della lupa imperiale:皇帝の狼の)の名で親しまれている。この水飲
み場は1920年から30年代に設置され、現在はそのうちおよそ70が、
オリンピック村地区(Villaggio Olimpico)や町の公園に残る。 

フォンタネッラの蛇口の上の方に小さな穴があいている。これは、蛇
口の水の出る所を指でふさげば水がその穴から上に噴き出し、水を飲
みやすくするためのささやかな仕掛けだ。 

 

 

出典： Turismoroma.it   
http://turismoroma.it/lang/ja/cosafare/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%81%AE%E6%B0
%B4%E9%A3%B2%E3%81%BF%E5%A0%B4/ 



手で押さえるとそのまま飲めます！ 

8月10日10時頃 アッピア街道 



ローマ、９月から夜間の水量を制限=水不足対策 
2017/08/31（木） NNA EUROPE 

伊公益事業アチェア（ＡＣＥＡ）は、ローマ市とフィウミチーノ市で、９月か
ら夜間に水道の水圧を引き下げると発表した。例年にない高温と乾燥で水不足
が深刻化しているため。建物の高層階では供給が滞る可能性もあるという。 

過去３年間のローマの降雨量は通常に比べて70％減少し、水源の１つである市
北郊のブラッチャーノ湖の水位も低下。ローマに水を供給する２本の送水路で
も水量の減少が続いている。７月には公共水飲み場への給水を一時停止するな
どの措置が取られたが、８月は休暇でローマを離れる市民が多いため水の消費
量自体が減っていた。 

アチェアは、水道管の水漏れを食い止めるため、５月以降で既に1,300カ所の
修繕を進めている。しかし異常な日照りのため、消費量が増える９月に水量制
限に踏み切らざるを得ないと説明している。 

これに対して政府は健康上の問題が生じる可能性を警告。産業界からは水不足
が観光業や娯楽産業などに打撃を与えると懸念を示している。 

出典：NNA EUROPE  https://europe.nna.jp/news/show/1655731 



シエナでも水飲み場は稼働中 
 

8月9日11時過ぎ カンポ広場ガイアの泉前（左） 
8月9日10時過ぎ グラム氏広場西の朝市にて（右） 



アマトリーチェでも（飲用可） 
 

被災したレストランなど８軒が入る商
業施設が集まった寄付金４５０万ユー
ロ（約５億９０００万円）をかけて建
てられ、オープンした。 
出典：毎日新聞2017年8月22日 17時37分(最終更新 8月22日 17時56分)より引用：
https://mainichi.jp/articles/20170823/k00/00m/030/015000c 

8月10日14時頃 アマトリーチェ 
レストランローマ近辺 



ミラノ・スフォルツァ城の噴水 
 



ミラノ・ドゥオーモ横の水飲み場 
 


