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Venezia

アルプス山脈

ポー川

NordNordWest - Own work using:GTOPO-30 Elevation Data by USGS, CC 表示-継
承 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3806908による

北イタリアの概要
日本で北イタリアと呼ぶ範囲は曖昧なので、ここでは概ね下図破線の範囲と想定します。
北イタリアはおおよそアルプス山脈とアペニン山脈囲まれた地域で、南はリグリア海、東はア

ドリア海に開かれています。古代ローマが分裂し神聖ローマ帝国支配化になった後、北イタリア
では、経済発展とともに、多くの都市国家が力を付け、14世紀ごろには、人間性解放をめざすル
ネッサンス運動の中心的な地域となりました。
南北に山岳地帯を有

し、二つの山脈からの
水を集めるポー川が広
大な平原を形成しまし
た。
豊富な水を利用して

農業・工業・商業が発
展しました。
また、アドリア海に

面するベネチアやリグ
リア海に面するジェノ
バが外部との交易の拠
点として発展してきま
した。

Genova Bologna



ポー川

湖水地方

水網都市ミラノ
内陸にありポー川からも離

れていますが、ミラノは、舟
運で栄えた水網都市でした。
ミラノの北約50kmのコモ湖

やマッジョーレ湖からポー川
に繋がる２つの支川から運河
を建設し、コモ湖の水を利用
した運河システムが整備され、
舟運を基礎とする市街地が作
られていました。この整備に
は、レオナルドダビンチもか
かわっていたと言われていま
す。

次頁に掲げるのは、スペイ
ン統治時代の市街図です。城
壁の周りに水路（堀）があり、
周辺からの運河が接続してい
ることがわかります。
更に、スペイン時代の城壁

の内側にもう二つ環状の水路
があり、外側の水路と繋がっ
て、水路のネットワークが形
成されていることがわかりま
す。

Google map



出典：italianNotebook.com



出典：「ミラノの環状運河システム成
立期におけるレオナルド・ダ・ビンチ
の都市理念に関する研究」（2008年、
道満紀子、法政大学）
赤枠と青線は、筆者が加筆。

「ミラノの環状運河システ
ム成立期におけるレオナル
ド・ダ・ビンチの都市理念に
関する研究」（2008年、道満
紀子、法政大学）に詳しい地
図があるのでご紹介します。
かっては、３重の環状運河

と荷上場や市場からなる物流
システムがミラノ市を支えて
いたことがわかります。

この内現在残されているの
は、図の左下青線で示す“ナ
ヴィリオ・グランデ”と“ナ
ヴィリオ・パヴィア”及びこの
2つの運河に繋がる荷上場であ
る“ダルセナ”のみとなってい
ます。
次頁からは、この部分につ

てご紹介します。



ナビリオ地区の運河
スペイン統治時代の城壁内

と外周の水路は、埋め立てら
れたり暗渠化されたりして今
日ではほとんどその姿をみる
ことができません。
その中で、かっての城壁の

南西部に位置するナビリオ地
区には昔の姿がそのまま残さ
れており、地元の人々が地域
復興活動を始めたのをきっか
けに運河の周辺は次第に新し
いミラノの観光地へと変わっ
てきました。

Google map



・骨董市
毎月最終日曜日に開催。 ナビリオ・グランデの両岸約1kmにわたって店が並ぶ。扱っている商品はヴィンテー

ジの家具、雑貨、絵画、衣類、家電など。幅6mほどの道路は車の通行が規制され、多くの人々でにぎわう。



・運河クルーズ
約1時間の運河クルーズが運行している。運河に架かる歩道橋は、船の通行のため高く持ち上げられています。



・アペリティーボ
両岸にはバーやレストランが建ち並び、夕方になると、たくさんの人たちがアペリティーボ（aperitivo食事の前
に軽食を食べながらお酒を楽しむイタリアの習慣）を楽しんでいます。

・ダルセナ（広い水面を持つ過っての船着場）
過って、ナビリオ・グランデとナビリオ・パヴェーゼで運ばれた荷物はここで下されました。



共同洗濯場
運河の傍には昔の共同洗濯場が残されています。右の写真に見える斜めの石板は多分洗濯板。



水の都ヴェネチア
6、7千年前には今よりベネチアに近いところにポー川

の河口があり、河口からアドリア海にそそいでいた土砂
が堆積して、ラグーンと呼ばれる“砂州に囲まれた浅瀬
の海 ”ができました。

5世紀頃にヨーロッパ北部からゲルマン人が北イタリ
アに侵略を始めました。それから逃げるため、多くの住
民は、浅瀬の海のため大きな船で侵略されることも無く
陸上からの侵略にも対抗しやすいラグーンの中の湿地を
干拓して住み着いたそうです。
街を作り、強力な海軍を作ってアドリア海の制海権を

握り、商業取引の安全を確保し、シルクロードの西側の
一大交易拠点として繁栄しました。

出典 https://amoitalia.com/venezia/map_lagoon.html

リド水路

マラモッコ水路

キオジャヤ水路

ラグーン

ラグーンに流れ込む河川の澪筋は他の場所より水深が
ある。これらを利用して大型船の通行が可能な水路があ
るが水面下なので上からは目視できないので杭を立てて
その場所を示しています。下の写真は水路を示す杭です。
この杭で囲まれた範囲は大型の船も航行が可能です。

ラグーンの風景（水路を示す杭の列）

https://amoitalia.com/venezia/map_lagoon.html


ベネチア本島は、自動車も自転車も使えません。
徒歩と水運だけで、人口約5万人と年間3000万人（日平

均8.2万人）訪れる観光の街が成り立っています。

下図は、ベネチアを支える交通インフラを表していま
す。歩行者優先のコンパクトシティの究極の姿の一つだ
と思います。



ラグーンの中の風景
ラグーンの中には、昔ながらの漁師の生活がみられ、湿地帯には多様で豊かな自然が残されている。



モーゼ計画（高潮との戦い）
ベネチアは、浅瀬を埋め立てて造られた海抜の低い都市のため、エーゲ海の海水が強風（シロッコと呼ばれる季節

風）で吹き寄せられるなどして海水面が平常時より高くなる高潮によって水没する危険性があります。この高潮は“アク
アアルタ（acqua alta)” と呼ばれ、10月頃から3月頃に多く発生します。2019年11月12日には史上２番目に大きいアクア
アルタが発生し、ベネチアの多くが水没しました。
都市の建設当初にはそのような事態へ対処できる高さで地面を作っていたのですが、その後沿岸部での工業開発など

の影響で地盤沈下が起こり、さらには地球温暖化の影響で海水面が上昇するなどして、高潮の危険性が増しています。

アクアアルタを食い止める抜本的な事業として、2003年からモーゼ計画というプロジェクトが進んでいます。リド水
路、マラモッコ水路、キオジャヤ水路の３つに水門（前頁図参照）を設置し、アクアアルタが来る前にこの水門を閉じ
るという壮大な作戦です。水門は高さ約30m幅約20mの金属製の可動壁です。３つの水路の海底に合計78基を沈めてお
き、アクアアルタが来る前にこれを浮上させて高潮をせき止めます。

中空の鋼鉄製ゲートは普段水中に収納されている。
高潮が襲来するときには中空のゲートの中に空気入れることで浮力によりゲートが立ちあがり、高潮の侵入を阻止する。



水門のコントロールルーム コントロールルームのモニター画面の一部

水門設置に用いられた作業船

2019年8月に訪問した折には、水門本体もコントロールルーム
も完成しており、電気系統やソフトウエアの調整等が完了すれ
ば建設が終了すると聞きましたが、2019年11月12日のアクアア
ルタには残念ながら間に合いませんでした。
なお、水門の閉鎖は短時間でもラグーンの生態系に影響があ

るとの懸念に答えるため、海の生態系の保護に関わる調査並行
して進めているとのことでした。



ヴェネチアの本島の空間構成
・面積と人口
ヴェネチア本島は、面積は5.17km²で千代田区の半分

ほど、人口約5.6万人で千代田区の5.8万人よりすこし少
ない程度です。

約150もの運河で区切られた約120の小島の集合体で、
小島は約400の橋で連結されています。東西約4km、南
北約2km程度と、歩いて移動することも不可能ではない
大きさです

・自動車利用の制限
実際にも島内で車両が侵入できる場所は右図でベー

ジュ色に塗られた範囲のみです。
本島の大部分は、舟運と徒歩のみを交通手段とする世

界に例の無い都市です。

鉄道と車の
領域 船と歩行者の

領域ベネチアは、5万人の都市を歩行と舟運のみで支え
ることができると言うことを実証しています。
そして、それがどれほど魅力に富んだ街になるこ

とができるかも・・・・



・歩行者専用道のネットワーク
ヴェネチア本島は、網の目状に張り巡らされた歩行者

専用道と広場公園があります。（右図黒表示）
歩行者専用道路と言っても、その多くは不規則に曲が

りくねる幅2mも無い狭い路地で、建物の1階部分を貫通
するトンネル状の場所もたくさんあり、迷子になること
請け合いの迷路状になっています。

狭く暗い路地を少し歩くと、カンポと呼ばれる広場や
教会前の広場、運河に出ます。運河を横断する橋は、そ
の下を船が通るため階段を付けて嵩上げされた階段付き
の太鼓橋になっています。
そのため、本島内では自転車の利用もできません。商

品の搬入なども人力で大変な労力が必要です。
このような代償を払ってはいますが、ヴェネチアの

人々は、交通事故の心配の少ない楽しい歩行者空間を満
喫しています。

迷路のような路地 運河を渡る太鼓橋 荷物の運搬も一苦労



・広場
細く暗い路地を彷徨っていると、突然視界が開け、明

るい広場に出くわします。この広場を覚えてしまえば、
ベネチアの街中を自由に歩き回れるようになりそうです。
街の中心となっているサンマルコ広場を始め、教会前

の広場や、地区ごとの住民生活の中心になっている広場
など多くの広場があります。

広場の多くでは、その真ん中に井戸があります。海に
囲まれた低地で川が無いため昔は真水の確保に苦労した
ベネチアでは、広場や周囲の建物の屋根に降った雨を広
場の下の地下貯水槽に貯め、それを利用するための共同
井戸が設けられています。広場は住民生活の中心に存在
していたのです。

暗い通路を抜けて広場に出ると一気に空が広がる（サンマルコ広場） 雨水を利用するための井戸

地区住民の生活の中心にある広場



・運河
ベネチア本島の中央部

にS字を描いている幅約50
ｍ強のグランド・カナル
（隅田川の約半分の幅
員）があり、南側には幅
約280ｍのジューデッカ運
河があり、さらに細い運
河が網の目のように分布
しており、ベネチアの交
通は、この運河を利用し
た舟運で成り立っていま
す。

グラン・カナル（幅50m強） ジュデッカ運河（幅280m程度、手前は水上レストラン）

網の目状に分布する細い運河



バポレット（左は乗船場：屋根付きポンツーン）

トラゲットを待つ人々（対岸までは50m程度）

・舟運
ヴェニスでの徒歩以外の交通手段は船一択です。

（バポレット＝水上バス）
人の移動の主役はバポレットと呼ばれる水上バスです。
カナル・グランデを中心に本島を取り巻くように航路

があり、頻繁に運行しています。
（トラゲット＝渡し船）
カナル・グランデに架かっている橋は４本のみで、そ

の間隔は多いところで1.3kmもあるため、対岸に渡るた
めにトラゲットと呼ばれる渡し船があり、住民の足とし
て利用されています。
（水上タクシー）
料金は高いですが水上タクシーを使えば目的地直近ま

で行ってくれるので荷物が多い時には便利です。

水上タクシー乗り場



観光用ゴンドラ乗り場 ゴンドラの修理工場

消防船 荷物運搬船
（早朝は運搬船で込み合う）

ゴミ運搬船
（手前はゴミ収集用手押し車）

（ゴンドラ・その他）
ゴンドラは観光の目玉の一つです。その他にも、消防船、荷物運搬船、ゴミ運搬船などが活躍しています。



（ボートレース）
9月最初の日曜日には「レガッタ・ストーリカ（Regata

Storica）」と呼ばれるお祭りが開かれます。お祭りは2部構成
で、前半は歴史行列（コルテオ・ストーリコcorteo storico）
15世紀当時の衣装を身にまとった貴族に扮した人々が、その
当時の船に乗りパレードします。
後半はボートレースで、青年2人漕ぎ、女性2人漕ぎ、ベネ

チア内の地区対抗のカオルリーナという6人漕ぎ、そしてゴ
ンドリエーリ2人漕ぎの４部構成でおこなわれます。
水の都にふさわしいお祭りです。

参考：https://www.anniversary-
t.com/destination/italy/uidetail/regata.html

（写真はお祭り前の練習風景）

https://www.anniversary-t.com/destination/italy/uidetail/regata.html
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