
1｜｜はじめに
ヨーロッパは1970年代に、重厚長大型産業の停滞か
ら都市の衰退を経験した。イタリアではその後、地域
経済のたて直しと都市再生の取り組みが活発化し、多
くの都市が蘇りを見せ、今日では世界中の観光客を引
きつけて放さない。都市計画が卓越していることの証
明であろうが、「歴史的都心部の保存」を特徴とするそ
の手法が、我が国の近代都市に馴染まないという印象
が強かったためか、これまで日本では一部の専門家を
除いて、イタリア都市計画がおおきく注目されることはな
かった。
現に、表.1に示すように、日本とイタリアのあいだには、
都市づくりの思想や都市構造などにおいて、著しい相
違がある。
ところが近年、明治・近代化以降に私たちが手本に
してきた英米型の社会・経済システムの行き詰まりが顕
在化するにつれ、「脱近代」の新しい手本を、他の文化
圏のなかに探そうという動きが、経済、産業、行政など
の諸分野で高まっている。
なかでも、人口減少・緊縮財政・経済長期低迷とい
う条件下で成功を収めたイタリア都市に対する注目度
が急上昇し、まちづくり・自治体行政・地域産業・都心
商業・都市型観光などの実態を把握しようという研
究・視察が盛んなようだ。
イタリアでは1970年代から、「産業」から「生活環境」
への市民ニーズの転換にあわせ、「生活の質」をコンセ
プトに都市が整備されてきた。そうした「まち」が人気
を呼んでいるのは、一過性のブームとしてではなく、成
熟を迎えた日本の‘ひとつのあるべき姿’として、あるい
は、‘環境共生型のコンパクトシティのモデル’としてイメ
ージされているからであろう。
ここで、イタリアでは「保存・修復型まちづくり」は戦
略であり、目的は「都市再生」であることを強調したい。

こうした視点で、都市計画の制度や、背景にある思想
について考察する。

2｜｜イタリア都市計画制度の体系および概要
イタリアの地方自治は三層制をとり、20の州（regione）、
約100の県（provincia）、約8,000のコムーネ（comune：
市町村に当たる基礎自治体）により構成される。
各州は立法権限を有しており、5つの特別州では、幅
広い自治権が認められている。欧州統合により国境の
意味合いが弱まっている半面、州の重要性が増してき
ている。国土全域を対象にした国土計画が存在しな

41技術報 第95号’04.6

ISSN 0914-3904イタリアにおける都市計画と都心部活性化
［留学報告　その1］

民岡順朗
TAMIOKA Junro

東京事業本部　5級職

■表.1――日伊の都市比較



いため、州単位で定められる「広域調整計画」が、広
域の国土・地域計画として機能している。
なお、イタリアでは県の行政権限はきわめて限定的
であり、機能的には州が日本の県とほぼ同等である。
コムーネの人口規模はきわめて小さく、3,000人以下
の自治体が全体の約60％を占めている。この60％は
イタリア総人口（2003年：約5,800万人）の10％程度に
過ぎない。逆に、人口10万人以上のコムーネは、全体
の0.5％である。
都市計画の基礎である「都市基本計画」はコムーネを
単位として定められるものである。

1990年制定の「地方自治体法（142号法）」では、プロ
ジェクトに応じて、複数自治体の連合による時限的な
「大都市圏」を形成し、これに都市計画権限を付与する
政策が打ち出された。

3｜｜イタリアの都市計画制度の変遷
はじめに、イタリア都市計画関連法の変遷を示す。

3.1 戦前につくられた制度

戦前の都市計画関連法として、1939年制定の「文化
財保護法」「自然美保護法」が挙げられる。これらによ
り、歴史的建造物の保存、自然景観の保護が図られる
こととなった。
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■図.1――地方自治の体系

■表.2――都市計画および規制の体系

■表.3――都市計画の概要

■表.4――都市計画関連法の変遷



3.2 近代都市計画の出発

イタリアでは、先進諸国にやや遅れて、1942年に近
代的都市計画法が制定された。ファシズム政権であっ
た当時の時代潮流を反映し、強力な私権制限（土地所
有権制限）を特徴とする「現行法」として機能している。
施行令制定の前に敗戦を迎えたため、同法が全国
約8,000の自治体に対して規定する「都市基本計画
（P.R.G.）」の策定義務が守られずに、戦後の経済復興
期（1950～1960年代）に投機的利益を目的とした乱開
発が横行。急速に都市化が進んだ北部工業都市で、
住宅不足と居住環境の悪化が顕在化した。連合軍へ
の降伏が早かったイタリアは戦災が軽微なうえに、米
国のマーシャルプランによる支援を受けて短期間に復
興を遂げたが、工業化・都市化の規模、スピードは他
の欧州諸国に見られないもので、我が国の「奇跡の復
興」をもしのいだ、といわれている。

こうした状況を受け、革新政党が労働者の居住権保
護を優先する政策を打ち出したことにより、住宅問題へ
の緊急対策として、1962年、1963年に二つの法律が制
定され、公営住宅建設にかかわる自治体の都市計画
行政権が強化された。

3.3 新しい都市計画をにらんだ暫定措置

1967年に「橋渡し法」が成立。都市計画法と新しい
都市計画との橋渡しに期待が込められた暫定法であ
り、自治体に対し、「P.R.G.の策定が終わっていない地
域における建築許可を禁止すること」を規定している。
「計画なければ開発なし」の原則が確立されたことに
より、土地所有者はきわめて厳しい状況に置かれるこ
とになった。当然のごとく、反対運動と違憲論争がわ
き起こり、1968年には、同法が違憲であるという判決
が下っている。
その結果、P.R.G.の策定後5年以内に、1）詳細計画
の策定、あるいは、2）土地区画整理事業の実施計画
の策定、を自治体が行わない場合、「橋渡し法」は失効
し、土地所有者に建築行為が認められることとなった。

これにより、1975年に再び省令が制定されるまでの期
間に、正式許可にもとづかない開発行為が、とくに南
イタリアの都市において多発した。

3.4 都市計画法の完結

「ブカロッシ法」が1977年に成立し、土地所有権規制
が、1）都市計画、2）開発負担、という二重の仕組みで
強化されることになった。同法の成立により、都市計画
法→戦後の乱開発→橋渡し法→違憲判決と不法開発
行為→建築規制に関する新たな省令、と二転三転した
状況にピリオドが打たれ、都市計画制度として完結す
るとともに、自治体の都市計画権限が完成した。
これによって、都市計画の対象が国土全域におよび、
農地・林地・市街地の区別なく、自治体は土地利用規
制区域を定められるようになったのである。また、この法
律は「開発利益の社会的還元」をコンセプトに、すべて
の新規建物の建築に際して、「都市環境改変の応分コ
スト」を建築主に負担させるものであり、一定規模以上
の「開発行為」にのみインフラ整備負担金を課す我が国
の制度に比較して、格段に厳しい内容となっている。

3.5 都市計画と文化財・景観保護との整合

各自治体のP.R.G.により規制されるべき未利用地が、
実際には、法の網をくぐって乱開発されている状況を鑑
み、緊急対策として、「州政府による地域景観計画の制
定、および、各自治体がその内容を暫定的に尊重する
こと」を規定した「ガラッソ法」が1985年に制定された。
景観保全が実施されるまで、国土の大部分において建
設行為の許認可を差し止めるものである。
同法は、一連の都市計画関連法と、1939年の二法

（文化財保護法、自然美保護法）をリンクさせることを狙
ったもので、景観保護が広域土地利用計画によって担
保され、個々のP.R.G.との整合が図られることになった。

4｜｜イタリアの都市計画の特徴
イタリアの都市計画制度は、我が国の制度と比較し
て、以下の点においてきわだった特徴を有している。
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■写真.1――戦後に乱開発されたナポリ・バニョーリ地区

http://digilander.libero.it/lucacestaro/immagini/exitalsider3.jpg
20世紀初頭にはナポリでも風光明媚な場所として知られていたが、現在は約
330haの産業施設が地区の大部分を占める。海浜景観と丘陵地の美観を活か
し、市民の生活空間として修復・再生する計画がある。

■写真.2――ガラッソ法で保護されたアッシジの田園景観

http://fastnet.it/market/archeonet/images/assisi.jpg
歴史的建築物、および、周囲の田園景観が広範囲に保護されている
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・私権制限：徹底した私権（土地所有権）の制限、開
発利益の社会還元

・地方分権：国から州、自治体への権限委譲、宅地
開発は自治体の独占的権限、自治体独
自の商業計画

・市民参加：都市計画決定への参加保障、情報公開、
時間をかけた対話

・保存・修復：歴史的都心部における建築行為の凍
結的保存、歴史・文化資源に対する
資本の還流

4.1 私権制限

私権・土地所有権の制限と資本主義（土地の自由な
使用）のせめぎ合いの歴史のなかで、イタリア都市計画
は、つねに前者を優先してきたが、こうした社会的努力
の積み重ねにより、都市再生や都心の経済活性化が実
現したものと考えられる。
1942年「都市計画法」がいまだに現行の基本法であ
るのは、同法がヨーロッパ都市計画制度の到達点のひ
とつとして評価されていると同時に、制定当時のファシ
スト政権による国家社会主義的制度が、戦後の中道左
派政党の社会主義的政策に通じる内容であったため
でもある。

「ブカロッシ法」では、都市基盤整備負担金の金額・
使途を、自治体の判断に委ねている。自治体にとってこ
の負担金は貴重な都市計画財源で、1）都市基盤整備、
2）歴史地区の修復事業、3）郊外住宅に付随する環境
整備、に使われる。
自治体は、負担金の多寡、建築許可の内容を通じて、
民間の建築行為を政策的に規制・誘導できることにな

っており、このしくみは、地方分権のひとつの有力基盤
をなしている。

4.2 地方分権

1970年代に、国の権限の一部が州政府へ委譲され
たことにつづき、1990年には「新地方自治法」が制定さ
れ、計画・規制と経営管理の分野における地方分権化
が開始された。
イタリアにおける地方分権の主役は、全国に約8,000
ある基礎自治体（日本の市町村）であり、規模にかかわ
らず、コムーネ（comune）と呼ばれている。現代イタリア
語において、「コムーネ」という言葉は、漠然とではある
が、その市町村の住民・行政区域・行政権限の「三者
一体」を指しているようだ。
コムーネ成立の歴史的経緯を、表.6に示す。

中世都市国家の歴史は、商人・貴族支配による伝統
的地方自治の考え方を形成し、自律的な地域経済・文
化を重視するイタリア人独特の「地域意識」を形成する
とともに、「地方分権」に対する社会的ニーズの母胎と
なっている。
一方、フランス革命によって生まれたパリ・コミューン
は、「民主主義」への流れとつながっており、旧有産階
級による伝統的地方自治の枠組みを乗り越えて、平等
な「市民参加」（後述）に対する社会的要請を形成して
いる。
1960年代以降の都市計画は、商業・産業振興、都市
型観光振興、景観保護など一連の政策につながって
いく。こうした流れはすべて、市民による「下からの」運
動であり、「地方分権的」伝統を下敷きにしてつくり出さ
れたものである。
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■表.5――私権制限に関する規定の変遷

■表.6――コムーネ成立の経緯

■表.7――都市行政における自治体の主な権限



プロパガンダであった。こうした展開は、戦後、憲法制
定にいたった時点でも、イデオロギー的な色彩が抜け
きれず、「文化」ないしは「文化財」をつかって社会をど
うつくり、都市をどう整備していくか、ということに関す
る理論や実践方針は不在であったと考えられる。
この流れに対する‘転機’が1960年代に訪れる。前
述のように、奇跡の戦後復興の必然的帰結としての工
業化・都市化が、住宅難・居住環境の悪化をもたらし、
これが引き金となって、市民運動の大きなうねりへと発
展した。そして、歴史的建造物の‘点的保存’という考
え方が、歴史的都心部（チェントロ・ストリコ）を対象と

4.3 市民参加

住民が組織する小議会が地区のさまざまな権限を握
っているが、この仕組みは1960年代以降、おもに革新
自治体で実験が続けられ、1976年には、「コムーネ行政
の分権および市民参加に関する法律」が制定された。
これにより、各自治体は条例で、分権的かつ市民参加
的意思決定システムとして「地区議会」を設置できること
となった。
ボローニャ市、フィレンツェ市の条例を事例に、地区
議会に委任された権限について、表.8に示す。

街路や広場の交通規制は、地区議会によって積極的
に進められている。イタリアでは、1960年代末から歩
行者空間の拡大に着手したが、地区議会方式を採用
したため、ドイツなどと異なり、実現に多大な時間を要
した。しかし、社会的合意の進んだ現在では、その規
制範囲は他国を圧倒して広がっている。
地区議会の決定がなければ都市計画も公共事業も
ストップする。実際、決定の遅れのおかげで1980年代
のバブル期にも、町並みと居住環境が守られたという
ジンクスがあるが、時間と労力、財政的な負担は、地
域民主主義のコストとして認識されており、そのコストを
住民自身も負担しているという自負がある。
なお、情報公開は市民参加の条件の一つであるが、
イタリア自治体HPには、デザイン、コンテンツとも秀逸
なものが多い。
※ローマ市・都市計画局HP：各種報告書や図面のダウン

ロードができる。

http://www.urbanistica.comune.roma.it/

4.4 保存主義

（1）保存の目的とその社会的意義
イタリアにおける保存思想の変遷を、図.2に示す。
美術品保存と建造物保存の二つをルーツとしながら、

「モニュメント保存主義」へと結実していく20世紀前半
までの流れは、国家や宗教権力、貴族階級が主導した
「上からの」運動であった。それは端的にいうと「文化
というものを通じたアイデンティティ」の顕示であり、ある
社会集団が他者に対して「優位性」を主張するための
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■表.8――地区議会に委任された主な権限

■写真.3――モニュメント保存：ローマのコンスタンティヌス門

http://www.liguriacards.com/scambio/Im002572.jpg

■図.2――「建築・都市」の保存思想の変遷



する‘面的保存’へと展開していく。
ここでは、単に歴史的建造物の保存・再生が問題に
なっているのではない。あるいは、建物ファサードの連
続や街路を、広いエリアを対象にして一体的に保存す
る、ということが目的でもない。そのポイントは、市民が
共有するさまざまな記憶が集積された「都心空間」を、
市民みずから、人生の重要な場として保存し、みずか
らの生活と生産活動を再生することである。
この点に、都心の商工業者がまちづくりに加わる重
要な意味があり、したがって、都心居住、都心商業、都
市型産業といった問題が、同時並行的に扱われること
になった（5.2）。

（2）1970年代以降の保存思想の変化
歴史的都心部の保存の考え方は、1960年代後半の

「市民文化財主義」を受け継ぎながらも、社会・経済情
勢の変化にあわせて変化していく（表.9）。これはまた、
中心市街地の再活性化、都市再生に向けた戦略の変
遷でもある。
一部の文化財を保存するだけの、60年代式「モニュ
メント主義」では、大多数の地域住民の支持は得られ
ない、という反省から、1970年代に、大多数の住民の
生活維持・改善を優先する「社会的保存」の考え方が
登場する。革新政党が政権をとった中・北部自治体に
おいて広く支持され、ボローニャ市都心部の庶民住宅
再生事業（写真.5）は、世界的に有名な事例である。
1980年代以降、核家族化の進行、地域社会の住民
構成の変化、新しい業態の登場などによって、都心部
再生の目的を変える必要から「総合的保存」の考え方
が生まれる。そして70年代の「凍結的保存思想」が、
歴史をあるがままの姿で残すのではなく、古い建物に
新たな機能を塗り重ねることで、現代の都心に付加価
値を添える、という発想へ転換していく。「現代的価値
を加えることで、古さを活かす」というコンセプトである。
こうして、建物の保全・修復・再生は、「文化財保存」的
性格を失い、より自由で創造的な建築行為としての性
格を帯びていく。

1990年代に入り、産業構造の転換がさらに進むなか
で、都市内の産業跡地などを、新機能導入によって拠
点的に整備する再開発手法が大都市において採用さ
れていく。都市の性格のダイナミックな転換をともなうそ
の手法に対する評価は、イタリア国内でもまだ固まって
いないようである。

5｜｜都心部活性化・都市再生のしくみ
我が国同様、イタリアにおいても戦後、急速な経済成
長と都市化により市街地がスプロール（外延的拡大）化
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■写真.4――歴史的都心部の保存：ボローニャ

http://www.efeso.it/sedi/fotoaereabocentro.jpg

■表.9――1970年代以降における歴史的都心部の保存

■写真.5――ボローニャ市都心部の住宅再生事業

陣内秀信『イタリア都市再生の論理』、鹿島出版会、1978、P204
事業区画の完成予想図
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した。つづいて、都心人口が劇的に減少したことから、
1960年代にはすでに、中心市街地が空洞化するととも
に、その後急速に進んだ少子高齢化による人口・経済
の停滞下にあって、都市が衰退した。都市の諸問題の
顕在化は、日本より30年ほど早かったといえよう。
こうした状況のなかで、1960、70年代を通じて都市
計画関連の法制度が整備され、歴史的都心部保存の
考え方が普及・浸透した経緯は、「第3章、第4章」で
見たとおりである。
ここでは、「まちづくり」に再度焦点を当て、1）保存・
修復、2）都市型商業・産業・観光、という二つの観点
から、「都心部活性化・都市再生」のメカニズム（図.3）
を考察する。

5.1 保存・修復による「まちづくり」

（1）都心部保存と郊外開発抑制の都市計画
1960年代より打ち出された「歴史的都心部の保存」政
策は、70年代の「社会的保存」理念をともなって、住民構
成と地域社会を維持するまちづくりが各地で活発化した。

また、厳しい都市計画規制は、無駄な開発投資を省
く一方で、都心では、歴史的建造物を朽ちさせること
なく使い回す知恵や、修復・再生技術を生んだ。その
結果、都心部全体の「歴史的・美的・文化的価値」が
上昇する。
イタリア人は、1960年代の都市衰退期に進行した社
会資本の老朽化を、大規模な都市改造ではなく、建築
的な改修・改造で解決したのである。同じ組積造の建
物を持つヨーロッパのなかでも、イタリア都市のこの選
択は、戦災が軽微であったこと、さらに、1970年代の
政策的判断の結果である。
もうひとつのポイントは、「郊外部の開発抑制」が、限
られた都心空間の「経済的価値」を高めたことである。
郊外の投機的利益を規制された不動産資本は、必
然的に都心の老朽建造物の修復再生から生じる利益
に、高い関心を持つようになった。修復により歴史的
建造物の潜在的価値を顕在化し、改造を加えることで、
より高級な住宅として、あるいは付加価値のあるオフィ
スとして、再資本化することが投資の対象となったので
ある。また、都心の容積率が抑えられたために、限ら
れた床面積の価格は相対的に上昇した。
（2）都心への資本回帰と都市再生
こうして、70年代を境に都心への再投資が起こり、

「修復・再生」工事が活発化して、歴史都心部の再生が
進んだ結果、質の高い空間を必要な量だけ備えた「コ
ンパクトなまちづくり」が成功したのである。ここでは、
一見矛盾する「保存的都市計画」（土地所有権規制）と
「経済・企業ニーズ」（市場原理）が、見事に調和してい
ること、イタリア都市における修復・再生は、行政による
文化財保存が契機ではなく、その主体は、民間による
建築工事であることを、強調したい。

5.2 商業・産業・観光による「まちづくり」

イタリア都市の多くが都心再生に成功した背景には、
1）住民構成の維持により都心居住を推進したことに加
え、2）都市計画制度の充実により土地建物利用の合
理的規制を実現し、それに合わせて都市デザインなど
の整備事業を効果的に行ったこと、3）法制度を整え、
小売商業・サービス業の高度化を押しすすめたこと、4）
地方分権化、および、住民や事業者とともに都市政
策・都心問題に取り組む自治体の行政能力の向上、が
挙げられる。
（1）都心商業
都心部活性化において、都心商業政策は住宅整備
と並んで大きな課題であったが、1971年の「小売店舗
立地法」制定により、自治体は、独自に定めた「商業計
画」にもとづき、市内を統一的にとらえた戦略的な店舗
配置に沿って営業許可を出す仕組みができあがった。
これは、申請を記録するだけの受け身の管理から、ま
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■図.3――都心部の活性化、都市再生のしくみ

■写真.6――建築の修復・再生：Olivetti社ショールーム
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1）都心には住居・商業・文化など多様な機能が集中し
ており、多品種少量生産に欠かせない消費者密着型
の営業展開が容易なこと、2）同業種・異業種間のネッ
トワークが図りやすいこと、などが理由として考えられ
る。とりわけ、デザイン関連産業は、販売およびイメー
ジ戦略において、景観の美しさと各時代の美術品の宝
庫である歴史的都心部の立地を、最大限に活かした
のである。

修復・再生事業を通じて、都心の歴史的建造物には、
現代のオフィスビルでは得られない「芸術的・文化的価
値」があることを誰もが認めることになり、不動産評価、
市場価値として顕在化した。消費者にとってみれば、
ルネッサンスの絵画や彫刻は持ち帰ることができない
が、ブティックでイタリアらしい現代デザインの優れた一
品を買い求めることはできる。現代イタリア人の作品を
持ち帰り、毎日の暮らしのなかで楽しめるのである。
1970年代に都市計画において活発化した市民運動の
精神、すなわち、庶民生活のなかに歴史文化性を確保

ちの小売ネットワークの適正化・戦略的展開を図る手
段を自治体がもった画期的な商業活性化策であり、都
市内の大規模店舗から零細店舗までが統一的に管理
されることとなった。

この政策は、多品種少量生産に対応した小売業・サ
ービス業の高付加価値化を促進させる政策的ツールで
あり、業務地化の激しい都心部で、生鮮食料品店を保
護する一方で、専門店街を形成することに成功したとし
て評価されている。
1970年代の末から、ローマ、ミラノ、フィレンツェなど
の都心部において、著名ブティックが急速に展開し始
めた。この流れの背景には、観光客の伸び、多品種少
量生産に対応した職人企業（後述）の発展があるが、
都市における自治体商業政策に併せて、一連の都市
計画制度の改革が進んだことが重要である。
（2）都市型産業（職人企業）
歴史的都心部の保存は、図.3で見たように不動産の
経済価値上昇を生んだことに加え、都心再開発とほぼ
同じ経済的効果を発揮したと考えられる。都心のオフ
ィス面積の絶対量はほとんど増えていないものの、細
分化された小規模オフィスが増加している。この結果、
狭いオフィスに少ない人数で高い利益率を上げるベン
チャー企業が都心に集まる傾向が整った。同じ時期の
ロンドンで、ベンチャー企業の多くがグリーンベルトに
近接する郊外に立地したり、米国では、西海岸のシリ
コン・バレー、サン・ベルトなど、自然環境に恵まれた場
所に最先端企業が立地したことと対照的である。
情報通信環境に優れていない1980年代イタリアのベ
ンチャー企業は、ソフト化の世界的流れのなかで、多
品種少量生産型の「職人企業」、とくにデザイン関連産
業であった。
イタリアの法律では、生産手段をみずから保持する
労働者を「職人」と定めており、その職人が経営する事
業所を「職人企業（Impresa di Artigiano）」と定義し、一
般企業や中小企業と明確に区分している。（表.10）
職人企業の多くが強い都心志向を示し、中枢機能、
スタジオ、ショールームなどを立地させている。これは、
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■表.10――職人企業の内容

■写真.8――フィレンツェ都心部のグッチ本店

■写真.7――ローマ都心部・コンドッティ通り

http://www.st.kufm.kagoshima-u.ac.jp/̃photo/europe/rstreet5.jpg
有名ブティックなどが軒を連ね、観光・買い物客でにぎわう
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しようとする「保存の精神」が、こうして普遍化した。
（3）産業産地
イタリアの北東部（ヴェネツィア地方）からボローニャ
を経て中部（マルケ州、トスカーナ州）にいたる地域は、
大企業を中心とする北部工業地域（ミラノ、トリノ、ジェ
ノヴァ）とも、農業と一部の国営巨大企業に依存する低
開発地域（おもに南部）とも異なり、「第3のイタリア」と
呼ばれている。
これらの地域では、イタリア経済が低迷を続けてい
た1970年代後半、中小企業の業績上昇から経済成長
が起こった。その立役者は、前述の「職人企業」が集
中立地し、分業しながらも共同化を果たしている「産業
産地（Distretto Industriale）」と呼ばれる都市およびその
周辺地域である。
「産業産地」は、「第3のイタリア」および北部に多い。

地域産業の活性化、あるいは、産業振興による都市
再生の実態を把握する目的で、イタリアの「産業産地」
を訪れる日本の自治体や企業関係者は、1990年代より
急増しているようである。
日伊の違いを把握するために、絹織物の産業産地で
あるコモおよび京都の比較を、表.12に示す。

（4）都市型観光
イタリアの都心部活性化が成功した大きな理由のひ
とつとして、観光客の量的増加に加え、観光行動の質
的な変化が挙げられる。現在、イタリアを訪れる観光
客は、従来の名所旧跡観光よりも多くの費用を、「Made
in Italy」の購入に費やしている。観光客の行動範囲も、
文化財建造物から歴史的都心部全体に広がり、魅力
ある都市生活を享受しながら、新しい生活スタイルと

生活文化を求めるというかたちに変ってきた。
都市型観光政策は、こうしたニーズの変化に着目しな
がら、観光客を中心市街地の多様な経済活動に取り
込むさまざまな手法を展開している。（表.13）

政策では、住民や企業だけでなく、観光客を市民同
様に扱い、その反応を都心活性化に活かそうとしてい
る。地域住民・事業者に続く、第3のパートナーとして
観光客をも位置づけるのである。観光客は、こうして都
心商業の活性化だけではなく、文化活動や祭りにも参
画し、市民文化と触れ合うことで、これを下支えし、変
容・向上させる役割を果たしうるのである。

6｜｜おわりに
現地滞在経験に照らし、イタリア社会の基本スキーム
を図.4に整理する。旧体制が基層（下層）に温存され
ながら、新しい構造（上層）が塗り重ねられて現代があ
る。中世に、農業・都市革命を経験したのち、イタリア
は、産業革命（英）や市民革命（仏）あるいは大戦災（独）
のような社会的断絶を‘直接’経験していないため、積
層構造が残存しているのだろう。
私権制限、地方分権、市民参加、保存・修復といっ
た都市計画に関わる特徴は、この積層構造の各要素
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■表.11――産業産地の例

■表.12――日伊・産業産地の比較

■表.13――都市型観光振興の政策

■図.4――イタリア社会の基本構造と都市計画の特徴



や歴史的帰結が「滲み出した」ものと考えられる。
米国や日本の現代都市における疲弊・衰退は、ある
意味で、資本主義・自由主義経済（規制緩和）を過度に
推し進めた結果と考えられるが、今までの考察から、
「都市計画の生命は規制、規制緩和は都市計画の否
定」という教訓が得られそうである。
個性の尊重が価値として重んじられ、個人主義で知
られるイタリア人が、「社会主義」を大切にするのは、
「一人ひとりが個性を主張し合い、なおかつ、社会を維
持・発展していくためには、不断のコミュニケーションと、
明快で精緻なルールが不可欠」であることを理解して
いるからであろう。
イタリア都市再生の成功要因を再度、以下にまとめる。
1）都市計画制度あるいはイタリア社会が伝統的に有し
ていた4つの特徴（私権制限、地方分権、市民参加、
保存・修復）

2）歴史的都心部の保存と、郊外部の開発抑制を同時
に実施

3）都市計画とあわせて、都心商業・産業・観光政策を
展開
これらに加え、重要な要素として、「イタリアには中世
以来、各都市が自立性を持ちながら、コンパクトな市域
に、都市機能の集積と高い容積（住民および機能の収
容力）とを有していたこと」を指摘できる。これは成功の
必要条件のひとつであろう。
しかしながらイタリアには、日本型の都市開発（スク
ラップ・アンド・ビルド）と高度成長を選ぶこともできたの
である。経済大国への道ではなく、「生活の質」を、保
存型まちづくりにより実現することを選択したのは、あく
まで市民主導による「政策的判断」であったことを忘れ
てはならないだろう。
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