
村落と都市

前編



１ 生活の舞台となる集落

(１)集落(settlement)

人々が居住，生活を営む空間

(２)２つの集落

①村落(rural settlement)

・・・本来，農林業に従事するものが多い集落。

②都市(urban settlement)

・・・主に（ ）・（ ）に従事する人
間が集まって暮らす集落

二次産業 三次産業



２ 村落

・・・( 条件）や，( 条件)の良い所に
立地している。

(１)立地

水利 気候

①山間地
北側の日向斜面



扇端

扇頂

湧水

地表水

河川水の流れ方

集落・水田

集落・水田

②扇状地





段丘面の端(段丘崖の下)

③河岸段丘

宙水の上





微高地

④三角州



微高地で高燥の
ため排水良好

⑤氾濫原

自然堤防

沖積平野/自然堤防.kmz
沖積平野/自然堤防.kmz






の分布高山都市

【 】（外港 グアヤキル）キト
【 】（ペルー）クスコ

【 】（ボリビア）ラパス

⑥熱帯

高温多湿を避けて標高の高い所



■オアシス
（狭い意味）

⑦乾燥地域



■外来河川(がいらいかせん)

ナイル川







【 】（イラン）
【 】（北アフリカ）
【 】（アフガニスタン）

カナート
フォガラ

カレーズ

■地下用水路が利用できる場所



家屋の集合状況によって と
に分れる

(２)村落形態

■集村（しゅうそん）

家屋が密集した集落

■散村（さんそん）

家屋が散在した集落

集村 散村



①集村（しゅうそん）

家屋が密集した集落で，治安が悪く集団防衛の
必要性がある地域や，水利のよい場所が限られ
ている地域，共同の農作業のために団結がもと
められる地域で多い。

:家屋は不規則に集まり塊状を成す。乏水地の湧泉
や井戸， 街道の交点等に自然発生的に成立

■(塊村（かいそん）)塊村



:山麓や自然堤防など地形に沿って，家
屋が細長く連なった村落。

■(塊村（かいそん）)列村
自然のライン

山麓線に沿って

自然堤防に沿って



:道路や水路に沿って家屋が連なった村落形態。役
場・商店などの機能をもたない村落。ドイツの林地村
・日本の新田集落が知られる。

■(路村（ろそん ） )路村

畑
地

林
地



:路村に，商店・役場などの商業機能や，行政
機能が加わった村落。

■(路村（ろそん ） )街村

🏣

商店

文



:広場・教会・湖沼を中心に，家屋が環状・楕円形
に配置されている村落。スラブ民族の住むドイツ
東部からポーランドに多い。

■(路村（ろそん ） )円村



家屋が散在した集落である。水利に恵まれた地域。個
人経営重視の商業的農業地域（北海道やアメリカ・オ
ーストラリアなど）に多い。

②(散村（さんそん ）)散村



(３)村落の起源

古代の班田収授法の区画で作られた日本最古
の計画的村落

■(条里集落)

( )などの地名が名残り。近畿地方に多い。条・里・坪











■(荘園集落)

・・・平安から室町時代にかけて貴族の荘園(私有地)
を中心に発達した集落。

領家・地頭・御給・御門・五条坊・別所・
太郎丸・五郎丸などの地名が名残り











■(豪族屋敷村)

・・・室町時代から戦国時代にかけて地方士族の館を
中核に発達した集落。

箕輪・根小屋・堀之内などの地名が名残り







・・・・隔絶した山間地に，戦乱を逃れた落武
者，租税税逃れの人々が定住してつく
った村。

■(隠田百姓村,隠田集落)

五箇山(富山)・( ) (岐阜)・祖谷(徳島)・
五家荘(熊本)などが有名

白川郷
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・・・江戸時代中期，幕府や各藩による新田開発
によってでき集落。台地・扇状地・火山の裾野
・砂丘・湿地・干潟などに形成された集落であ
る。

■(新田集落)

新田・新開・開・出村・今在家・出屋敷（でやしき）・籠（こ
もり）・納屋（なや）などの地名が多い。





※武蔵野台地の三富新田
： で道路側から順に
家屋（屋敷林）→耕地（畑）→雑木林（燃料・堆肥用）に配列

短冊状の地割



・・・明治初期に北海道開拓と,(ロシアからの)北方
防備などのために士族を入植させて作った村。
アメリカの( )を模している。タウンシップ制

■(屯田兵村)

碁盤目状土地割と規則的な地名（一条，二
条，三条・・・），○○兵村という地名が特徴







アメリカ オンタリオ州タウンシップ制





２ 都市の起源

(１)世界の都市

■古代

古代ギリシャ・ローマや中国では，政治・軍事・宗教の
中に，異民族の侵入を防ぐため市街を城壁で囲んだ
( )が生まれる。囲郭都市

ロンドン・パリ・ウィーン・ケルン・モスクワ
ベルリン



エーグモルト(フランス)

城壁



ハンザ同盟都市の( )（独）
やブレーメン（独）

■中世

交易の発展により封建勢力（領主や教会）の支
配を脱して( )が生まれる。周囲を
市壁で囲み,中心には，( )・広場・市庁
舎が配置された。

自治都市

教会

ハンブルク



ハンブルク



ネルトリンゲン(ドイツ)

ゲオルク教会



ロンドン，( ),モスクワ

■近世

ヨーロッパでは統一国家の成立により( ）が
成長

首都

パリ

大航海時代には，大西洋岸には大商業都市も
発達

アムステルダム



パリ



アムステムルダム(オランダ)



アパラチア山脈東側では，河川の急流箇所は，水力
発電の電気を利用した工業都市として, ( )
が生まれた。

■近現代

産業革命により( )の発達工業都市

滝線都市



パセイック川の大滝。
パターソンにおける絹
織物産業の発展の源

アパラチア山脈東側のピードモント台地が大西洋岸
平野へと急速に高度を切り下げる斜面には1,500km

以上に及ぶ滝線地帯（fall zone）が形成されている。



(２)日本の都市

■古代

唐の長安をならってつくられた直交路型街路網（碁
盤目状街路網）をもつ，( )の
計画都市が造営

条坊制

平城京・平安京



平城京



( )市（三重県で一番人口多い，
石油化学コンビナート）

■中世・近世

商工業の発展,武士勢力の台頭とともに町が飛躍
的に増加した。

市場町

■物資の交換取引のための市を中心に発達した町

四日市



四日市



港 町

■海岸，湖岸，河岸の港を中心に交通や物産の
集散地として栄えた町。

・大津（ 県），津（ 県），
長崎，新潟，青森
・( )（大阪府，中世の自治
都市が起源，製鉄所，2006年４月より政
令指定都市）

滋賀 三重

堺



大津



津市



堺市



門前町

■神社，寺院の参道沿いに発達した町。社寺の祭
礼，法会などで設けられた祭礼市が常設化し，それ
に飲食施設などが加わってできた経済集落。

( )（長野県 善光寺），
( ）(千葉県 新勝寺）
長野

成田



善光寺
長野



新勝寺
成田



宇治山田（ 三重県,現・伊勢市( ），
琴平（香川県 ）

鳥居前町(とりいまえまち)

■神社を中心にした町

伊勢神宮
金刀比羅宮

宇治山田 伊勢神宮
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琴平 金刀比羅宮
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富田林（大阪），( )（奈良県橿
原市）

寺内町(じないちょう,じないまち)

■濠・垣で寺院・僧坊・信徒を含む町を囲む寺院
による計画都市

■( )の寺院を中心にしたものが
多い
浄土真宗

今井町



富田林
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宿場町

■本陣・脇本陣，旅籠などをそなえる街村形態

・島田・金谷（以上東海道，大井川越え），
・草津（滋賀県，東海道・中山道の合流点，天井川）
・関（東海道，鈴鹿の関，重要伝統的建造物群保存
地区指定）
・(                  )（中山道，日本で最初の重要伝統的建
造物群保存地区指定）

妻籠



金谷･島田

東海道
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草津
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関
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妻籠(つまご)
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城下町

■城を中心にした町で(                              )の
居住区(武家屋敷，商人町，職人町，寺町)をもつ

身分別・職業別

大手町・曲輪町・鍛冶町・材木町・紺屋町・銀座などは
城下町起源の地名



■街路にＴ字路や( )状路を計画的に配置迷路

遠見遮断

遠見遮断とは城下町防衛のため遠くを見
渡せないようにする工夫

岸和田
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■( )の多くは城下町が起源県庁所在地

例外: 札幌・青森（港町）・新潟・
さいたま（浦和，宿場町）
千葉（宿場町）・横浜（漁村）
長野（門前町）
奈良（門前町）
神戸（港町）
大津（港町）
長崎（港町）
宮崎




