
1｜｜はじめに
イタリアでは、我が国同様、「都市再生」を重要な政

策課題のひとつに掲げており、1990年代より、EU補助
金を受けたプロジェクトが全土で活発化している。一
方、経済社会の枠組み大転換への追随を図るとともに、
半島であり、地中海の要衝にあるという国土の地勢的
特性を活かすため、イタリアは、1994年より「港湾整備」
における諸改革を推進している。
我が国においても、「都市再生プロジェクト」が全国で

展開中であり、また、『港湾政策のあり方（中間報告）』
（H14、交通政策審議会）にも示された、港湾と都市の
一体的整備・活用を目指す「みなとまちづくり」が、各地
で動き始めている。
本稿は、こうした状況を踏まえ、北イタリアの都市ジ

ェノヴァ（図.2）における「まちづくり」と「港湾整備」の動
向などを、先進的事例として紹介するものである。

（図.1）
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■図.1――本稿の構成

ジェノヴァ

■図.2――ジェノヴァの位置

■写真.1――ジェノヴァ－旧港および歴史的都心部
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2｜｜EUにおける都市政策とジェノヴァ市の計画
2.1 EUにおける都市政策

EU政策を策定する機関である「欧州委員会」は、
1990年代ごろから、域内の包括的な都市政策の必要
性を認識するようになった。この背景としては、1）欧州
人口の約80％が都市に居住している現在、社会経済、
環境、文化など広範な課題が都市に集積しており、政
策効果を高めるために、都市を重視する必要があるこ
と、2）各国の都市政策は、多様な政治レベルと省庁
間で重複する施策の挾間で弊害を被っており、また、
市場主義では対応できない公共的課題が存在するた
め、分野を横断する国際協調的な方策が求められてい
ること、が挙げられる。
90年代には、世界的な経済社会の枠組み大変化に

追随するべく、各国において「都市再生プログラム」の
策定と、これにもとづく事業推進が活発化したが、EU
は包括的都市政策の一環として、各国のプログラムに
対して補助金を配分している。

2.2 「アーバン・プログラム」

EU総予算の30％が「構造基金Structural Funds」に
充てられており、この基金において、「アーバン

（URBAN）」という都市再生プログラムが用意されてい
る（第一期：1994～1999年度、第二期：2000～2006
年度）。その目的は、「生態系・環境と共存しうる都市
開発の振興に向け、危機的な状態にある都市および
都市郊外を、経済的・社会的に再生すること」である。

アーバン・プログラム第一期においては、全EUから
118地区（10万人以上の人口を有する都市）が採択さ
れ、第二期には、70地区が対象となった。補助金

（図.3の※2）には、第二期分として、基金総額1950億
Euroの0.36％、7億Euro（毎年約1億Euro）が予算化さ
れている。（第一期は9億Euro）

2.3 アーバン・イタリア

（1）アーバン・イタリア－1
「アーバン・イタリア」は、EUのアーバン・プログラムのイタ
リア版である。EUの第一期プログラムに対応して、1994
年から1999年に「アーバン・イタリア－1」が実施された。
このプログラムの要は、地域独自の社会的・都市的

問題と、国際的な見地から見たイタリア国家としての政
策をどのように結びつけるかにある。そのため、当該
都市・地域だけでなく、上位の行政機関（国、州政府、
県）を含めた協働にもとづき、地域ごとに異なる行政施
策を、目的に応じて総合的に展開することを目指し、各
プログラムが策定されている。
どの都市のプログラムも、地域固有の問題発掘と対

応策をとりまとめた「オーダーメイド」の施策であるが、
いずれも、
1）官民一体型の事業
2）都市の活性化
3）地元ニーズに即した新しい公共サービス施設

を構想・計画の主眼に置いている。
イタリア国内において採択された地域は、16都市で

ある。フランスやドイツと異なり、「新奇性の高い施設」
の整備ではなく、「歴史」との関わり合いを強調した都
市整備にイタリアの特徴がある。これは、イタリア政府
が、「歴史性」を重要視する都市・地域計画の伝統にも
とづきながら、国内政策である「都市再生プログラム及
び持続可能な広域開発（PRUSST）」との連動を図るか
たちで、EU政策の運用を意図しているためである。

（2）アーバン・イタリア－2
アーバン・プログラムの第二期は、高失業率、劣悪な

居住環境、都市施設や公共サービスの悪化、犯罪など
の問題を抱えた「衰退都市」が対象とされた。これを
受けた「アーバン・イタリア」の第二段階は、歴史的都
心部（チェントロ・ストリコ）の再生を重視し、これにソフ
ト施策活用による都市・地域の総合的マネージメントを
組み合わせることにより、生活圏を豊かにすることを、
目標に掲げている。
国内では、10都市が採択され、1.14億Euroの補助

金が交付されることになっている。

2.4 ジェノヴァ市のアーバン・プログラム

ジェノヴァ市は、アーバン・プログラムの第一・第二両期
において補助採択を受けた、イタリア唯一の都市である。
後述する「プレ地区」および「ダルセーナ埠頭」の再生

事業は、「アーバン・イタリア－2」において位置づけら
れている。
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■図.3――EU構造基金



3｜｜イタリア港湾事情とジェノヴァ港の動向
2001年5月に行われた総選挙では、中道右派が6年

ぶりに政権復帰し、ベルルスコーニ政権が誕生した。
中道左派政権時代は環境問題などを巡り論争が絶え
ず、大規模な交通インフラ投資は遅れがちであったが、
新政権は、産業競争力強化を旗印に、公共交通インフ
ラ整備の推進を強く打ち出している。
この一貫として、戦略的事業への予算重点配分、諸

手続見直しによる事業迅速化と環境影響評価の簡素
化、ゼネコンを活用した設計・施工一体型の入札容認
などを盛り込んだ「公共事業促進法」（2001年12月）を
制定するなど、具体的な施策を展開している。なお、戦
略事業の今後10年間の総事業費は、約1258億ユーロ

（国家優先事業分は約843億ユーロ）（2001年末現在）。
一方、これまでイタリアでは、国営・公営企業が主体

となって基幹的な産業・交通を整備・経営する方針を
とってきたが、EU統合などに伴い、経済政策を大きく
転換する動きにある。

3.1 イタリアの港湾事情

イタリアには約400の港湾が存在し、このうち140が
商業的な性格をもつ港となっており、25港が運輸省に
より主要港として位置づけられている。この25港の全
体取扱貨物量は4億1000万トン（全国の約80％）。経
年的にも順調に貨物量が伸びており、1997年～2000
年の年平均伸び率は5％である。

（1）港湾の「民営化政策」
イタリアの港湾では、1990年代初頭まで国が港湾施

設の整備・管理、港湾サービスの提供、料金設定など
全てを独占してきたが、1991年12月に欧州裁判所より
国家独占の是正を求める判決を受けたことを契機とし
て、画期的な改善措置が取られた。
具体的には1994年法律第84号により、国に代わる新

たな港湾管理者として22のポートオーソリティ（以下、PA
と記載）が設立された。PAは、予算と財政に関しても
限定的ではあるが一定の自治権をもつ。（PAの存しない

港湾においては自治体がみずから港湾管理者となる。）

これにともない、港運事業については、民間企業の
導入が図られることになり（許可制で、1年毎に更新）、
コンテナターミナル運営事業については株式会社化さ
れ、その株式は民間に売却されている。（表.2参照）
併せて外国企業の参入も進められており、たとえば、

シンガポール港湾運営会社（PSA）によるジェノヴァおよ
びヴェネツィア港コンテナターミナル運営事業への進出、
エバーグリーンによるターラント港コンテナターミナル運
営事業への進出など、各地の主要港で外資の動きが
活発化している。
各PAにおいては、国内の他港湾だけでなくヨーロッ

パ内の港湾との競争に、積極的に対応しようとする強
い意思が感じられ、近隣アジア諸国港湾と厳しい競争
状態にあるわが国の港湾運営にとっても、参考となると
思われる。
ジェノヴァ港においては、民間企業の参入により、

1983年に約8,500人であった港湾労働者が、1995年に
は約2,200人に減少する一方で、荷役効率の向上が図
られたと評価されている（なお、全国ベースの港運労働
者数は、1983年時点で21,820人、1998年時点で4,990
人と推計。）

（2）港湾計画と都市計画マスタープラン
1994年の「改革」により、「港湾計画」は、交通・運輸

面での予測・計画、および、基盤整備・土地整序につ
いて定めるだけではなく、「港湾」と「都市」の発展的関
係への留意が求められることになった。これにより、1）
港湾計画は、地域ごとの都市計画マスタープランとの
整合を図ること、2）それぞれが、ガイドラインとして「ま
ちとみなと」の発展モデルを共有していくこと、が課題
となっている。
こうした背景を踏まえ、ジェノヴァ港においては、街

のウォーターフロント全体の近未来を描き出すことを目
的に、ビジョンと戦略を起草することが決定され、1996
年に、PA、国立ジェノヴァ大学、市当局、4人の国際的
コンサルタントをメンバーとする港湾計画策定協議会が
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■表.1――ジェノヴァ市のアーバン・プログラム

■表.2――PAと民間の役割分担



設立された。
ジェノヴァ港の港湾計画は、マクロ機能（図.4）および

インフラについて定めた「構造レベル」、「ゾーン別レベ
ル」、「詳細レベル」などのパートにより構成されている。

3.2 主要港湾の動向

イタリア国内の主要港湾の動向を、表.3に示す。

3.3 ジェノヴァ港の動向

ジェノヴァ港は、イタリアの最重要港湾であるとともに、
フランスのマルセイユ港と並んで、地中海の中心港で
ある。また、国際空港が隣接していること、旧港の再整
備が行われたことなどにより、人流、物流の両面にお
ける活性化が図られている。
2003年の値を見ると、乗降客数は約335万人、取扱

貨物量は約53,000千トン、うち、コンテナ取扱量は約
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■表.3――イタリア主要港湾の動向

■図.5――イタリア主要港湾の位置（数字は表.3と対応）

■図.6――ジェノヴァ港の全体区域

http://www.porto.genova.it/porto/planimetria/planimetria.htm

■図.4――ジェノヴァ港「港湾計画」

http://www.porto.genova.it/ap/programmazione/livello_funzionale_3.htm
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1,600千TEUとなっており、いずれの値も7年前と比較
して好調な伸びを示している。

4｜｜ジェノヴァの歴史とまちの成り立ち
4.1 ジェノヴァの歴史

ジェノヴァの歴史の概略を表.5に示す。
人口および経済的後退ののち、21世紀初頭において

は、港湾事業は回復し、海上交通は増加を示している。
ジェノヴァは、商業および産業活動の場、さらに、ツー
リズムの発着地として、地中海の最重要港湾都市として
の役割を回復しつつあるといえよう。また、近年、「アー
バン・イタリア－2」による都市再生プログラムにもとづ
き、歴史的都心部と旧港が再整備され、旧市街と海岸
部が再び連結されたことにより、文化・観光におけるさ
らなる発展が期待されている。
市は、文化・観光のさらなる振興に加えて、先端技術

やITの導入、民間企業の誘致により、戦略的発展を国
際レベルで推進することを展望しており、また、「2004年
欧州文化首都」キャンペーンのもとで、さまざまなイベン
トが予定されている。

4.2 市街化の歴史的経緯と動向

ジェノヴァの市街地拡大の様子を、図.7に示す。
下の図で、角のように突き出している部分は、船から

上陸するためにうってつけの入り江をなし、その先端は、
有史以前は小島であった。最初の入植者はこの地で
漁業を営み、やがて、交易を始めるようになった。ロー
マ建国以前に、すでに地中海における居住中心地とな

55技術報 第95号’04.6

■表.4――ジェノヴァ港の概要

■表.5――ジェノヴァ略史

■図.7――ジェノヴァの市街地拡大の様子（左：1200年、右：1937年）

http://www.genovafoto.it/sviluppoit.htm
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り、急速に居住域を拡大していった。
起源1200年には、正真正銘の都市の規模に達し、

海を囲んで左回りに都市域が拡大、200年後には岸壁
は巨大な建造物となり、最初の突堤が登場する。1656
年に、ジェノヴァ人は後背地を植民化し、湾の反対側
に巨大突堤を築く。
1930年代に、沖合い堤防が建設され、地中海域の重

要港湾のひとつになるとともに、古くからの街の後背を
占める丘陵部にまで、市街化の波が押し寄せていく。
第二次世界大戦終結後、1950～1970年代に、再び

建設ラッシュが起こり、市街地は海岸線全体に沿って
急速に膨張した。
現在、ジェノヴァは、市人口636,104人（2000年11月

現在）、市域面積243.60km2を有するイタリア有数の大
都市で、浜松市（H12人口582,095人、市域256.74km2）
とほぼ同規模である。

5｜｜ジェノヴァの都心部再生事業と港湾部整備
5.1 歴史的都心部（チェントロ・ストリコ）

（1）歴史的都心部の概要
ジェノヴァ市の歴史的都心部は、ヨーロッパで最も高

密であることで知られている。起源8世紀より狭隘な範
囲に建物がびっしりと建ち始め、その後1000年以上も、

密集市街地であり続けている。18世紀（バロック期）以
降は、8階～9階の高層建築が建てられることが稀で
はなかった。
現在、区域面積は113haで、約20,000人の居住人口

を有する。約半数がEU圏外の出身者である。建物数
は約5,000棟。区域周縁部の多くを中世の「大衆向け
アパート」が占め、中心部には、元貴族所有の小広場
や塔を囲むようにして上品な建物が立地している。全
体の約25％が「歴史的建築」ではなく、第二次大戦中
の空爆跡地に建てられたもので、粗悪建築が多い。

（2）歴史的都心部衰退のプロセス
街の発展の最盛期に、住宅や商業施設が旧市街地

周縁部や郊外へ転出した結果、歴史的都心部は、地
理的・機能的中心性を失い、急速に衰退していった。
また、高速道路が港に沿って高架化された結果、海と
街並みとの連続性が遮断された。
さらに深刻なことに、都市機能の転出にあわせて中
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■写真.2――ジェノヴァのチェントロ・ストリコ

http://www.urban2genova.it/servlets/resources?contentId=41591&reso

■写真.3――海岸地区および高架道路の様子

■図.8――ジェノヴァの歴史的都心部および旧港地区

http://www.genova-2004.it/aeimages/mappa_genova.jpg

http://www.genovafoto.it/foce1900it.htm

Foce地区
1900年当時

Foce地区
2000年当時
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堅以上の所得層が都心から出て行った結果、チェント
ロ・ストリコの住民は、貧困層および無産階級に入れ替
わってしまった。

（3）都市再生に向けた計画手法の再検討
ジェノヴァ市は、歴史的都心部に対し、都市基本計

画（PRG）と地区詳細計画（PRP）という伝統的な計画手
法による修復を試みてきたが、こうした「巨視的」方法
は、緻密かつ複雑な解答を要する都心部問題におい
ては、不適切であった。
こうした背景にもとづき、行政当局は計画手法の変

更を決定した。地区ごとにプロジェクトが定義され、新
たな施設建設、あるいは、既存建物の再利用などの方
針が決定された。その主目的のひとつに「再居住促進」
があるが、対象地区のうち6地区がチェントロ・ストリコ
に位置している。

5.2 プレ地区の再生プロジェクト

プレ地区はもともと、湾に並行して自然発生的にでき
た集落で、1155年に城壁が建造された段階では、そ
の外側に位置していた。地区全体のアイデンティティを

形成していたのは、集落の真ん中を海岸に並行して貫
通するプレ通りである。この通りに直行していくつも街
路が走っているが、山側はいずれも行き止まりで、海
側は海岸線まで到達していた。（図.9）
その後、市街地拡大により、プレ地区は新しい城壁

の内側に取り込まれ（1320－1327年）、さらに、プレ通
りに平行して2本の大通り（山側：1609－1619年にバ
ルビ通り、海側：グラムシ通り）ができたことにより、地
区の一体的文脈は3つに分かれた。その結果、プレ通
りは商店街、グラムシ通りは港町、バルビ通りは街の新
たな代表、という性格を帯びることになった。（図.9。グ
レー着色部分は再生事業対象エリア）
プレ通りはジェノヴァで最も重要な街路のひとつで、

芸術的・文化的価値が高いことで知られている。第二
次大戦後は、闇市や売春のメッカとして悪名を馳せるよ
うになった。
あるエリアを活性化させるためには、当該地区内外

のコミュニケーション（ひとや情報の流れ）を確保するこ
とが不可欠、という認識のもとで、ジェノヴァ市当局は、
プレ地区再活性化に向けて、当地に隣接する二地区
のプロジェクトに着手した。
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■図.9――プレ地区（グラムシ通りをはさんで海側はダルセーナ埠頭）

「造景別冊1イタリアの都市再生、1998年」より『ジェノヴァ港湾工業都市の再構築』P64・図3を加工

■写真.4――プレ地区の鳥瞰写真

既出・『ジェノヴァ港湾工業都市の再構築』P62

■写真.5――プレ地区

http://www.davidestasi.it/quartieri_pre_maddalena.htm

※カラーはグラビアv参照



ひとつは、プレ地区と山の手へ広がる街区との間に
ある「アクア・ヴェルデ広場」で、もうひとつは、かつて最
も重要な船溜まりで、現在は高架道路で隔てられた旧
港の「埠頭」である。
一方、プレ地区への再居住推進に向けた再生事業は、
1）街区全体の建て直し
2）同じ性格の都市構造を有する街区を補うための建

て直し
3）単体の建物の建て直し

の三段階に設定された（表.6）。

本プロジェクト共通の課題は、チェントロ・ストリコの
歴史的価値を担っている各建物の形態保存と、居住環
境向上のための改善措置との矛盾をいかに解消する
か、にある。そのため、つねに地区全体の一貫性を保
持しながら、基礎の補強、不足機能の付加、余剰物の
撤去、狭小建築の合体といった緻密かつ繊細な改造
工事を実施することが求められた。図.10においては、
もともと2棟であった小さな建物を抱き合わせて1棟に
し、接続部分を一部取り壊して、中庭を創出する様子
が把握できる。
また、オープンスペース、舗装、ストリート・ファニチャ

ー、照明設備などは、地区の歴史的文脈との調和や、
環境改善の誘発を目指し、そのデザインには念入りな
スタディが行われた。
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■写真.7――プレ地区のマーケット

既出・『ジェノヴァ港湾工業都市の再構築』P62

■表.6――プレ地区における3段階の再居住方策

■図.10――プレ地区内のある街区の再生プラン

既出・『ジェノヴァ港湾工業都市の再構築』P63

■写真.8――取り壊し中のプレ地区の建物

既出・『ジェノヴァ港湾工業都市の再構築』P64

■写真.6――グラムシ通り（左：プレ地区、右：高架道路）

既出・『ジェノヴァ港湾工業都市の再構築』P62

※カラーはグラビアvi参照



5.3 ダルセーナ埠頭の再整備

ダルセーナ埠頭（図.8、写真.10）は、旧港で最も歴史
ある施設のひとつで、1155年から1283年にかけて整

備されたもの。ジェノヴァ共和国の時代には造船所が
置かれていたが、その後、貿易・商業の一大中心地と
して栄えた。
埠頭の再生事業は、ジェノヴァのまちにウォーターフ

ロントを取り戻すことを戦略目標に、1995年に開始され
た。地区の活性化を図るため、ジェノヴァ大学経済学
部の移転も決まっている。2001年にG8（ジェノヴァ・サ
ミット）が開催された折に、老朽建築の取り壊しと数棟
の新築、カラータ・ヴィニョーゾ（Calata Vignoso）遊歩道
の整備が行われた。
さらに、「アーバン－2」および「Genova 2004」を機会に、

歴史的建築物の修復・再生、海洋博物館の建設、グラ
ムシ通りの整備、地下鉄駅の新設などが進行中である。

5.4 旧港の再生事業

（1）歴史的経緯
現在、ジェノヴァ旧港（図.8）のある場所は、天然の入

り江であったが、紀元前5世紀から港として使われ始
めたらしい。最初の港湾施設の史料は、起源1000年
頃に遡る。十字軍の時代にコムーネが誕生したことに
より、まちと港は繁栄の頂点に達し、1500年代には「黄
金の世紀」を迎える。
20世紀には物流・交通の発展とともに、港湾区域が

西方へ拡大・移動した結果、1992年に市に移管される
まで、旧港は実質的に遊休施設となっていた。

（2）1992年「万博」時の再開発
当地出身のコロンブスによる新大陸発見500周年を

記念し、1992年に「エキスポ92 クリストファー・コロン
ブス」が開催された。万博に向けた整備を担当した建
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■写真.9――修復後のプレ地区の建物

既出・『ジェノヴァ港湾工業都市の再構築』P64

■写真.10――再生前のダルセーナ埠頭

http://www.urban2genova.it/servlets/resources?contentId=36384&resourceName=f
oto％20big％20orizzontale

■図.11――万博の配置図

既出・『ジェノヴァ港湾工業都市の再構築』P104を加工

※カラーはグラビアvi参照



築家のレンゾ・ピアノは、「再開発は単純な哲学に基づ
いている：イベント開催後もまちにとって有益な整備を
行うことだ」と語っている。
万博会場は、3つのゾーンに分かれている（表.7）。敷

地内の施設はすべて、1900年から1960年の間に建設
されたもので、レンゾ・ピアノの計画は、これらを建築的
遺産として扱い、修復・再生を図ることにより、旧港と
チェントロ・ストリコを「歴史」というキーワードにおいて
連結することを主眼としていた。
万博終了後の今日でも、各施設は観光客に親しまれ

ている。

（3）万博終了後の事業
万博終了後の事業展開に向け、「ジェノヴァ旧港株式

会社（Porto Antico di Genova S.p.A.）」が設立された。
出資者は、ジェノヴァ市（51％）、商工会議所（39％）、
PA（10％）である。コンセッション契約（事業権契約。
期間は1995－2050年）により、土地を市から譲許され、
全体面積130,000m2（建物内 71,000m2、屋外部
59,000m2）の管理・事業運営を当社が行っている。
株式会社の事業目的は、
1）旧港区域をまちに供すること
2）文化事業の運営、コンベンション事業の拡充、各

種施設整備により、通年型の活用を行うこと
3）国内および国際観光における吸引核を形成すること

の3点である。
（4）マリーナ整備

旧万博会場のすぐ北側に、マリーナが整備されている。
マリーナには、10～35mの船舶が257隻停泊するこ

とができ、90室のアパートメント（1LDK・50m2～
2LDK・130m2タイプ）、3,000m2のショッピングセンター、
事務所、レストラン、四つ星級ホテル、クラブハウスで構
成されている。また、500台以上を収容できる駐車場
が併設されている。経営主体は、「株式会社旧港マリ
ーナ（Marina Porto Antico S.p.A.）」である。

6｜｜おわりに
社会経済、産業構造の転換にともない遊休化した港

湾を、地域や都市の資源として活用することが、先進国
共通の国土政策課題となっており、我が国においても、
港湾と都市の一体的整備・活用の動きが活発化してき
ている。一方、経済・産業効率を重視する「近代的都
市計画」から脱皮し、地域の風土や景観、文化資源を
保全しつつ、「生活の質」向上を目指す「まちづくり」へ
の方向転換が模索されている。
「まちと港の再接続」、「風土の歴史・文化的文脈との
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■図.12――旧港マリーナ

http://www.nautica.it/marinap-antico/1big.jpg

■写真.12――旧港全体写真（手前：マリーナ、奥：旧万博会場）

http://www.nautica.it/marinap-antico/0big.jpg

■表.7――旧港の万博施設

■写真.11――グランデ・ビーゴ

http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/travel/tg/lp/b7/500x500_b7948793cb20e445fd
75682b395563b9.jpg

※カラーはグラビアvi i 参照

※カラーはグラビアvi i 参照



連続性確保」を掲げて都市再生を試みるジェノヴァの
事例に、我々が学ぶべきことは多いと考える。また、イ
ンターネットを通じた情報公開の量・質にも目を見張らさ
れる。
別稿で、「私権制限と保存」を特徴とするイタリアの伝

統的都市計画制度を紹介したが、本稿により、EU都市
政策や都市再生プロジェクトなど、欧州、イタリアの最
新トレンドについて、興味を持っていただけたら幸いで
ある。

ヴェネツィアやナポリに比べると人気は今ひとつであ
るが、ジェノヴァは港まちであると同時に、起源をロー
マ建国以前に遡るほどの歴史的由緒の高い都市。西
方に、イタリアン・リヴィエラ、コート・ダ・ジュールなど、
国際的リゾート地が展開。（ミラノから高速道路で
140km、2時間弱。鉄道では1.5時間）
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