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ムッソリーニの残したイタリア干拓事業

一一一イタリア干拓史上における Bonificaintegraleの足跡について一一一

富山和夫

乙とわりカえき

干拓と開墾（また；;1:開拓） と；主，日本では一応，対象をことにした別箇の概念と

して区別して用いられるが， 西欧ではこれを示すことばは一つしかない ようであ

る。たとえば英語では，干拓も開墾も (land)reclamationの一語であらわされて

いる。西欧ではこのことばがはやくより，地形条件のいかんをとわず，未墾地（山

林，原野，池沼， i胡海〕をたんに耕地化するだけでなく，一定範囲の土地を農業コ

ミュニテイとするに必要な一切の事業 0誼液，林地，牧場，道勝，農舎設備一式等

の建設はもとより組合，加工場，商店，教会，学校，娯楽センターまで設置〉をふ

くむのが一般である 0 ＇、L、かえると，一箇の新しい農村を建設する総合事業をさし

しめし，日本語にこの意味のことばを求めるとすればむしろ，農業総合開発ないし

国土改造とし、う概念に近L、。

イタリアでもこの事情は同じであって，イタリアの開墾事業（干拓と濯瓶が中心〉

を概観するばあいにも，たんに個別的な干拓事業のみをひきだして論ずるなら，な

じみのうすい日本人には木をみて森をみないことになり，干拓技術の上では参考に

なっても，その国民経済的にもつ：官、味はかえって見失われることになろう。した

がって，共通課題は「干拓」となっているけれども， ここに紹介するイ F リアにつ

いては，ややそれるかも知れないが，ひろく英語の reclamationの意味において叙

述することになる。その点，あらかじめ読者の了承をえておきたい。

1. イタリアの国土と干拓

(1) ヨーロッパにおいて，オラン夕刊をのぞけば，イタリアほど，多彩な形

態と広大なスケールをもって開墾事業が遂行された国はないといわれる 1）。

1) G. Medici; Italy, Agricultural aspects, 1952, p. 109 

事実， 日本でも映画「にがL、米jでおなじみのロ γパノレクア平原〔北イタリ ア〉

の資本家的企業による大水田地帯は，その昔は悪疫のしょうけつする広大な沼沢地

や氾濫地であって，主として11～13世紀における排水 ・開墾事業と19世紀の港海運

河組織の見事な開発成果であるつ下流のポ 一川デノレタ地帯では，今日もなお農地改
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革の一環として干拓工事がおしすすめられており，そこ （エミリア ・ヴェネチア地

区〕では， 19世紀だけで50万ヘクターノレ以上の湿地があらたに農業適地となった。ま

たピサからローマにむけてテイレニア海にそって南下する車窓には，白や赤屋根の

新しい小さな家屋の点在した同国風景がくりひろげられる。ここはマ νンマとよば

れる塩分をふくんだ沼沢地やヒースの荒地だったところであり，ムッソリー ニの手

がけた干拓事業の一部をなし，げんにのこされた地域の農村建設がマレソマ農地改

革公団の手で大規模におこなわれている。

このような過去の干拓地が，現に開墾中の開拓地風景の散在は，南イタリアやシ

チリア，サノレデーニヤなどでもみることができ，イタリアにおける経済開発にとっ

て重要な意味あいをもっていることを語っている。

干拓がイタリア経済にとってどのような意味をもつものかを知るには，イ

タリアの国土の特色から見ておかねばならないであろう。

(2) イタリアの国土が狭睡で貧しく，農業もがし、して後進的であることは

よく知られている。さきのイタリア唯一の大河，ポ一川流域の平原（その面

積は国土の 1/5に近い〉と，他のごくかぎられた海岸平野（あわせて22%)

をのぞいて， この国の大部分は丘陵（41%）および山岳（37%）であり，ポ

ー平野以外の耕作条件は，一般にきわめて困難な様相を呈する。

アルプスを別にすれば，山地や丘陵はシーザー以前にはげ山となったといわれる

ほどそのほとんどに木らしい木はなく， 羊の放牧地として使われ，木材は大理石よ

りはるかに高価につく有様である。しかも粘土質や石灰岩，火山岩でできたアベニ

ーノ山脈 〔イ F りア半島の脊骨〕は，夏の乾季にはからからに乾燥して下草は枯

れ，オリ ープやブドウ，その他乾燥気候にたえる果樹類をのぞいて，栽培を拒否さ

れる。冬の雨季になると，それらの山は地すべりや山くずれなどの浸蝕を瀕発し，

下流地常に洪水をもたらすのが， このやせた国土にすみつく住民にとっていわば自

然のおきてですらあった。このため， 山地の地表は洗い流されて岩盤が露出し，平

地には夏冬で面績をかえる永遠の沼沢地がひろがった。悪いことには，そこにはき

まって手に負えないマラリアが発生し，住民は丘や山の頂きにこれをさけて集落を

つくって住むようになった（これをかんむり村とよぶ〉。沼沢地は野牛の放牧地と

してしか利用価値がなかったのである。

これが，「北部Jをのぞいたイタリアの大部分の土地についての， 20世紀初頭ま

でのいつわりない姿であった。 したがってそこでは， 古代的ですらある latifondo

のような巨大領有制の粗放な牧羊経営を典型とし，原始的 2岡市lの支配するおくれ

た農業が今日までながくばん居し，無地，小地の旧シナ，旧ロシアやアフリカの農

奴と同様に貧困そのものである良民の大帯は，チープ ・νーパーとして南 ・北アメ

リカやヨーロッパ各地へわたっていったのである。

これにたいして 「北部」は， トリーノ， ミラノなどイタリアの工業地帯を 中 心
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に，土地もこえ雨も潤沢で資本もあり，土地は開発されて，まず中央ヨ ーロッパな

みの先進的な農業地帯を形成することができた。

このような南北部間の自然的，歴史的条件のちがし、は，いちじるしい経済社会，

文化のあらゆる商の不均衡を生み，「南部問題」として是正さるべきこの国最大の

園内問題を提起している。

いま1955年現在のイタリアの土地利用状況をみると，総面積30,123千ヘク

タールのうち農地が 52.3%を占め（永年牧草地 17.1%，林地 19.1%，市街

地 ・荒蕪地 11.5 %），他国に比していちじる しく高い（たとえばフランスは

38.6%，西独35.4%，イギリス29%，日本 13.8 %）。貧しく山がちな国土と

一見矛盾して聞えようが，これは本来耕地と して不適当な山や丘陵まで開墾

が行われ，それらが低生産地としてとどまっている ことを意味するにすぎな

し、。これらの土地は植林するか，もっと集約化されねばならないのはもとよ

りだが，しかもなお第一次世界大戦前に開墾（干拓〉適地が260万ヘクタ ー

ルと推定された。

イタりア中 ・南部の以上にみた姿は，有史以来のイタリアの自然条件ではなかっ

た。かつてロ ーマ時代初期のイタリアは，緑したたる「ヨーロッパでもっとも美し

しかっ地味豊かな小麦の大産地であった」といわれる。それが， ローマ帝国下の

多くの戦争で自由農民の多数が出兵， 戦死して耕地はみすてられ， Jatifondo化が

急速に進行し，農耕地はローマ帝国の衰亡と運命をともにしたの南北からの蛮族や

回教徒の侵攻はこれに拍車をかけ，換業の破壊，すなわちはげ山化と沈積土による

初沢地化を完成したといってよい。中世にヴェネデイクト教団などによる部分的開

墾， 干拓はあったが大勢とはならず，近世まで土地の荒廃にたL、しほとんどなすす

べを知らなかったのである。

2. ムヴソリーニ以前の干拓と開墾立法

しかしながら，このような土壌の荒廃現象をくいとめるべく ，いかなる対

策がうたれてきたであろうか。対策とはいうまでもなく，平地の排水 ・干拓

と潅概および，山地の植林，水路の規制がその技術的施策の内容となるが，

ムッソリーニが出現するまでは，答；は，部分的，非組織的な改良にとどまっ

たといってよL、。イタリアの開墾事業は，もちろんある意味では荒廃の歴史

とともに古いコ農地率50%とし、う異常な高率も，幾世紀にもわたる農民の営

営たる努力の賜物だともみられる。しかしそのうちでも，干拓事業として大

がかりに行われ，かっ唯一の成功をみた地域は，ロンパルディア，ピエモンテ
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の平野の開発であろう （この地域の土嬢史は，イタリア半島部のそれとは一応範噂

をことにするものと理解すべきである〉。

11世紀の終りにはじまったコム ーネ（自由都市〕の成長にうながされ，周辺農村

はカトリッ F教団（ヴェネディクト，シトー修道会〕と農民の勤勉を通じて， 12～

13世紀の聞に，ロγ パノレディアにおける農業と濯瓶の発展を導きいれた。 12世紀末，

コムーネは皇帝から公共用水の所有権を入手し，今日 の水路事業の先鞭をつけたの

である。そのご濯i既組織は拡大され， 1,200～1,500年の間におよそ 40万へPFー

ノレが濯滅され，酪農をきそとするそのごの集約農業の土台をきずいたといわれる。

この偉業は，技術問題ばかりでなく法律問題でもあった。他人の土地に，持主の意

に反しても水を通す というローマ法になかった原理がもちこまれ，また事業の受益

者は事業に干与し，その霊堂用を分担する組織に加入を義務づけられたのである。

191止紀半ばに大政治家 Cavourの名でよばれる大運河が建設され，あらたに50万ヘ

クターノレを可耕地とし，17万ヘク ターノレをi霊源化した。もちろん事業は水利組合に

組織され，続行されて19世紀後半には30方へFFーノレの土地がここで濯滋された。

（トス力 一ナを中心とする中都イタリアの丘陵地帯で，都市商人資本による me-

zzadria システムの開墾投資が14～16世紀にお こなわれ，そのご停滞する事情につ

いては， ここでは干拓を中心とするので，割愛する。〕

このような組織や立法はポ一川下流の随所に族生した。たとえばグェネチア共和

国には，開墾組合 BonificaConsorzia，用水組合 Magistratodelle Acque，未墾地

管理局 Provueditoratosui beni incoltiなどが ロンパノレディアのそれにならって

設けられ，エミリア ・ロマー ニヤでも同様な措置がとられた。 トスカーナからロー

マ近傍にかけても沼沢地開墾法が，ナポリ王国でも1828～1853年に完全開墾の概念

が法律に導入された。

しかし，イタリアが統ーした時（1861年～〉には，不幸にも，ピエモンテ

（イタリア王国の中心政権）の法律を大幅に模した統一立法が全国に拡大適用

され，これと条件のことなった中・南部の要求を全く考慮しなかった。

その骨子は，既改良地の維持をはかるもので，新たな開墾を規定するものでな

く，しかも私企業がこれにあたって国家の干渉を制限すると いうものであり，現実

には交通的観点から航行運河の維持〔築堤）を中心命題とするものにすぎなか っ

た。したがって農業の主要な要求を無視したこの法律は，統一前のいくつかの法規

定にくらべて明らかに逆行するものであった。

これにたL、する反省はまず，湿地のマラリア対策と L、う形で社会問題化し

た。 農業干拓よりも公衆衛生の観点が前商におし出され，まず1873年の潅i既

法，ついで1882年の Baccarini排水法を生みおとした。

これは衛生的観点からする干拓 と， それ以外の開墾の二つにわけ，前者には国が

2分の 1の費用を負担するが，後者にたいしては10分の 1を貸与するにすぎないこ
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とを規定したc

この法律はのちに追加 ・修正されて，フアシスタ法以前の基本的開墾措置の原型

となった。だがこれも当時の農業組織に実質的な変更を加えるものではなく，南北

の不均衡はかえって増大したといわれる。ただ，ここで1915, 1919年と 2度の改正
ダ... 

をもって，国庫補助により南部における人工湖建設の可能性がはじめて与えられた

ことが注目される。

また1877年には，はじめて山林使用を制限した Vincoloforestaleがう まれ，

さらに1893年，地主の発意による渓流規制法が，そ して1911年になってこの

措置は，全額国庫負担による裏付けをえて南部への適用ルートを見出した。

道路については，法は漸次カテゴリーを拡大したが (1868～1908年），全体的観

点にかけていた。

これを要するにフアシズモ以前の法律は，個々の必要（水利保護， 水利

用，道路の用意など〉や特殊な技術的性格をもっ個人的事業（開墾計画，山

地改良，平野の排水作業，潅i既事業， 人造湖建設など〉をみたすべく規定さ

れ た，あまりにも特殊な法律群であった。いきおい複雑な当面の問題にかん

する有機的な解決をかくがゆえに，農村の必要を無視し，南北の不均衡，工

業と農業のアンバランスにうちかつには全く無力であったといってよし、。

ただこれにたいする唯一の例外は，ローマ周辺の農業地帯 AgroRomano （はじ

め首都周辺の幅10キロメートノレの地域にかぎり，のちに拡大〕にたいする開墾法規

〔1900年〕であった。これは排水事業における国家の直接干渉をみとめ，国家と個

人企業との聞に対等の権利を与えたもので，そのごの一切の立法のきそとなった。

このような現状にたいして，ムッソリーニはそもそも何をつけ加えようと

したのであろうか。

3. ムッソリーニの Boniflcaintegrale 

(1) ムッソリーニが，クーデタをもって政権を掌握した1922年当時のイ タ

リアは，さながら革命の前夜の観があった。

大戦による疲弊と激烈！な階級斗争の結果，国土は荒廃し，失業者や貧民はちまた

にあふれた。それでなくとも国土の狭隆，天然資源の欠乏，過剰人口になやんでい

たところに，このミゼヲプノレな無政府状態である。資本家陣営の直接 ・間接の支持

をえて登場した彼にとって，果すべき使命はまずこの混乱状態の終惚であり，つい

で資本主義の再建と植民地の獲得であった。古代ロ ーマ帝国の偉業を20世紀に再建

すると L、う ，侵略的膨脹政策の論理にかられたムッソリ ーニはこの課題の達成に果

敢にのり出した。別のことばでいいかえるなら，持たざる国イタリアにおけるアウ
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Fノレキーの樹立が彼のになった第一の課題である。そしてさらにこれによる「外国

依存の打破，政治的独立の成就，国防力の充実，新しき民族的発展」であり，この

因果系列につらぬかれた信条は， Bonificaintegrale （総合開墾事業〕にはじまり，

エチオピア戦争の姿をとり，さらにドイツと組んで第二次世界大戦の破滅へとつき

すすんだのであった。

その結果はともあれ，政治的混乱が終憶したのちに，彼が直面せねばなら

ぬイタリアの現実は，恐ろしくきびしいものであった。すなわちその第ー

は，深刻な失業問題の解決である。

戦争による産業の破壊，戦後の恐慌下の尾大な失業軍人や失業人口にくわえて，

第一次大戦の召集で帰国した数十万の移民たち，また「数はカなり」というムッ Y

Pーニの信念にもとづく膨脹政策の具として，海外移民の制限をうけ，唯一のはけ

口を失った過剰人口の累積，これらに園内で職を与えること はま さに緊急の社会問

題であった。

そのこは食糧問題である。

1925年当時の食糧自給率は 3分の 2しかなく ，海外からの安L、小麦の輸入に主食

を依存するのが，この困の伝統的な農業政策であった。そのために後進的園内農業

は，外国市場の圧迫をうけて萎績の一途をたどっていた。このような事態は戦時に

は危険きわまりないものであり，食糧自給の達成を至上課題とする。この努力はや

がて小麦増産運動 Labattaglia del grano （小麦戦争〕となってあらわれ（1925

～）， Bonifica integraleとならんでフアジズモの農業政策の二大支柱となった。

ところが，このような課題をかかえたイタリアの現実は， くりかえすが，

なまやさしいものではなかった。マラリアの撲滅は衛生問題であると同時

に，根本的な農業問題であった。

湖沼地方における年々の躍病者は 200万人をこえ，年平均 3,000人の死者を出し

ていた当時の状態は，このマラリアが農業生産にとって L、かに重大な障碍となって

いたかを語るものである。

マラリアの撲滅は， 沼沢地の干拓なくしてはありえず，沼沢地は山林の保

護なくしては終局的解決をのぞみえなし、。それはし、まや国土改造事業であっ

て，巨大な長期資本の投下と労働力の投入なくしては，実現しえない性質の

ものである。しかもそれは，目前の打算で動くー私企業の領分ではもはやな

く，一時の採算を無視した，長期かっ困難な国家的事業に属する。

こうして，失業人口に労働機会を与え，干拓地の新農場には過剰人口地帯

の人聞を入植させて人口圧を是正し食糧を増産し，事業に必要な機械や資

材の購買市場を開拓するとしづ，総じてこれによって国内の経済的，社会的
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不均衡を是正するという，一石何鳥ものねらいをもってはじめられた大公共

事業の一つが，自動車道路 Autostrade，鉄道電化事業とならんで，ムッソリ

ーニ自身によって Bonificaintegraleと命名された総合開墾事業にほかなら

ない。

総合または完全とは，さきに示した農業開発の総合事業であるとともに，フアシ

ズモ国家の総力をあげて，アウタノレキー実現のために時間，空間の有機的利用をは

かるとし、う，理念的観念でもある。それゆえ Bonificaintegraleのになわされたフ

アシズモ的理念は，日本における，昭和初期の経済更生運動から太平洋戦争にいた

る時期の皇国（標準〕農村の運動の，まさにイタリア版であったといってよい。ム

ッソリーニによれば，農村の諸階級はイタリア住民の大部分を織成し，新しい民族

的エネノレギーを発現するところの国力の淵源である。にもかかわらず， これまで彼

らは政治的重みをもたず，権力は都市の資本家階級の手中にあった。農民は幾世紀

にもわたってマラリアのぎせいとなり，イタりア種族の最優秀の見本が，山岳地帯

で，貧困と無知のうちに孤立して生活してきた。広大な地域が原始的穀作や草地の

粗放農地として放棄されてきた。これらはがまんのならないことである。フアシズ

モは，増殖力が盛んで，思想的に「愛国的」でしかも質実な，健兵の給源地として

の農村を重視する。彼らはL、う。 「フアジズモは農村性を高度に維持することは，

道徳，政治，経済上の基本的重要性に属するものと考える。なぜなら，それは力の

本源的条件である人口の成長を確保し，人種の体格的，道徳的健全化を保証し，一

切の生産増強に不可欠な勤勉と節約の道徳を奨励し，食糧の自給安定化に寄与し，

したがって国家の独立を大幅に増進せしめるからである」〔CesareLongobardi ; 

Land-Reclamation in Italy, 1936, 20ベージ〉。

(2) ともあれ，右のような理念と課題にもとづいて Boni五caintegraleは発

足した。そこで，ブアシズモがこれにとりくむまでの，法的整備の足どりを

ふりかえっておこう。

開墾にかんするファシスト法の新路線は，まず1923年の法律にもられた。

排水・干拓工事を補強する種類の事業には国家の財政援助を規定し，開墾後

の農業改造を地主の手で行うことをはじめて義務づけた。翌24年 5月の Ser-

pieri法をもって， この国家干渉権は湿地ばかりでなく，すべての物理的・

経済的諸条件によって，高度の生産が阻害されているとみなされた土地全体

に適用されるにL、たった。

ここに従来の個別的な土地改良の観念が止拐されて，あらたに開発指定区 Corn-

prensorioの計画が樹立されたのである。 これは中・南部における！atifondo の改

造を用意する規定をふくむものであって，イタリア開墾史上の劃期的な道標となっ
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た。あとの法律はこれを補完するものであった。すなわち， 25年には農地整理，機

械鋤の普及，濯瓶事業の強制l的遂行および政府貸付が治加され，地主および生産者

の組合 Consorzio（強制的カルテノレ〉の設立が促進された。 27年には治産予定地の耕

作組織，農村建築物，私設道路，植樹などにたいする政府資金の貸付が許可され，

信用協会が設立された。

1928年12月にし、たると，従来の立法に困却されていた飲料水供給，農村国

道，農村立地にかんする計画が立法化された。この法令はとくにムッソリー

ニ法とよばれ，全国的に農村人口の合理的配分を計画したものであって，指

定開発地区 Comprensorio以外の農村にも適用されることになった。そして

翌29年には，以上に発展してきた一連の土地改良事業が全部一つの総合計画

のもとに押進められることになにこのための事業総額の75%,70億リラを

国庫から支出することを規定して，総括的な Bonificaintegraleの名称をもっ

てよばれるにいたった。さいごに，これらの実施細目をきめた1933年 2月の

法令は，遅々たる立法進化の最後の局面を代表するもので，今日に生きつづ
オペヲ・ナツイオナーレ・デツラ・ポユフイ;b・インテグラーν

ける重要なものであるO ここに総合開墾国家事業なる農業政

策が完成した姿をとってあらわれた。

中でも1933年の法令は，（総合〕開墾事業と土地改良事業を区別し，それぞれに

明白な定義を下した。これによれば，開墾事業とは「湖沼や湿地帯，水平lj・森林条

件の劣悪な山地，または深刻な物理的ならびに社会的欠陥の結果として，粗放耕作

のもとにあるが，これらの悪条件がとりのぞかれるなら，もっと生産的なシステム

にもちこむことのできる地域にJ川、て 衛生 人口 経済ならびに社会的にいちじ

るしい利益を保証するような総合的な事業計画と，調？を活動のもとで遂行さるべき

もの」〔同法，第 1条〕である。これにたいし土地改良事業とは，「総合的関墾計画

とは独立に， 1農場または 2農場以上で遂行されるJ。

(3) これらの法律によって整備された開墾事業の，全体のりんかくを次に

示そう。

Bonifica ir出 graleの事業の全貌は表 1にみられるごときものである。これ

に要する政府支出（原案〉は，開発指定区内の水利，開墾および付属事業，

土地改造，道路費関係に45億リラ，「南部」（ほぼローマ以南の半島部と島唄〉

の潅蹴事業に3億リラをあてた。また「北部」潅i既（ 5億〉，「南部」の農村，

農場施設〔 5{!if-），農村水道（2.1億〉，農道，飲料水施設（10億〕などにも

支出され，それぞれの事業にたし、ずる国庫負担率（政府責任公共事業には

100～60%のあいだ，地主改良事業にたいしては75～25%を国庫支出〉がき
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められた。このうち公共開墾事業に43億，私的改良事業に25億が支出され，

30年賦で償還され，事業は1930年より起算して1944年に完了するものと予定

された。

表 1.Boni五caintegraleの事業大系

a) 退化林地の植林，改良
山間7K路の改正で，浸蝕防止

b) 湖，i池，沼，湿地および排水
不十分な土地の干拓

c) 丘陵強化， 防風植林

Bonifica 
int疋grale

第一種
／入植を＼ I I g) 道路，建物または土地開発区

1-I第一目 卜｜ I 全域，または大部分の他の総合
11的とす 11 I 事業

総合開墾 llる ／｜ ｜ 
公共事業 II ’1 I h) （地主が 2人以上でも〕土地

I I ¥ を適ヨな農場規模に再統合,Comp-1 I I 、
-/renso・u し地主責任事業 参強制的 a）～h）以外の一切の
I rio で II 開墾に必要な事業

l行われII第二種
、る ’l_r一種以＼ー「政府責任事業ー→a）～h)

i外の もlL地主責任事業ー→強制的－a）～h）以外の一切
＼の ／ の開墾に必要な事業

十
ふ寺島

用

定

給

利

固

供

’

用

水

全

業

料

保

設

飲

の

（

〕

の

水

設

線

へ

用

施

配

民

業

力

式

農

農

電

動
移

、3
ノ、｝ノ、，，

－G

ie－

rh 

責
業

府
事

政
任

土地改
一良事業ー一一一 地主責任ー→任意的

（総合計画とは独立に，）
1農場以上で行われる／

開墾事業は， 1929年まで公共土木省（技術関係）と国家経済省（農業関係〕に分

属 していたものを，以後，特別国務次官がムッソリーニの代行者として，既存の開

墾行政，技術機関を統轄する ことになり，農業経済学者の A.S巴rpieriがこれを主

宰した。政府責任事業は，特別開墾委員会にはかったのち，農林，大蔵，公共土木

の関係3省合同で Comprensorioのカテゴリー（一種，二種〕を決定，予期される

経済成果推定の上につくられた一般大綱にそい，具体的計画が各 Comprensorioご

とに作成される。

たとえばナポリのあるカンパニア州の低地グオノレトゥノレノでは，農場（Podere〕

の規模は30ヘクタ ーノレ以下， 6年間で完成し，放牧から舎飼にきりかえるとか，マ

ラリアは 2年で撲滅するといったぐあいである。

政府の一般計画にもとづき，指定区域の開墾事業一般は，土地所有者のカ

ルテノレが担当する。このことは，ムッソリーニのこの事業の全体の性格を端
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的に語るものといえよう。

地主組合員の開墾サボ行為にたいしては，地主個人の負担で組合が執行すると規

定したが，それと同時に関墾による所得増大ができるだけ地主に有利になるように

とりはかられた。資本家や地主の支持のもとにうちたてられたフアジスタ政府にと

って， この措置は当然の帰結というべきであろう《

こうして政府責任事業は，フアシスタの中核であり，尖鋭分子であった全国在郷

軍七会（OperaNazionale dei Combattentのをはじめ，開墾1涯i既組合全国連盟

(1928年設立， AssociazioneNazionale fra ; Consorzi di bonifica e di irrigazi・ 

one; Consorzi di proprietari e imprese capitalistiche nella bonifica integrale〕，

山地開発全国組合（1919年発足， IISegretariato Nazionale per la Montagna）お

よび圏内移 ・植民委員会（1926年設立， Commisrariatoper le Migrazioni e la Co・

lonizzazione interna）の 3団体の手でおこなわれた。

中でも1919年に誕生した全国在郷軍人会は，失業箪人救済の特設入植機関である

とともに，それ自体が特別の倫理的意義をになっていたついってみれば，もっ とも

有機的な組織と科学的システムで装備された模範農村（日本なら皇国農村〕の建

設，管理をその使命とした 表 2. 開盗事業費用 (1870～1939-40〕

のである。このため資本 3 ｜政府の補助金に 『

億りラを元本に，ポンテイ

ネ（後述〕などの代表的地
〈施行ずみ〕 ！ （施行ずみ） (100万リラ〉

区の開盤建設事業を担当 1870～1921←ー221 1,783 1,783 

した。 1932年現在で，刈分 1922-23 229 15 244 

小作fullMezzadria のもと 23-24 154 36 190 

に所有する農場 5.5万ヘク 24-25 145 20 165 

ターノレ，農民に売却したも
25 26 187 48 235 

の3.4万ヘクターノレに達し， 26-27 200 88 288 

また水干lj.森林事業の関係 27-28 287 107 296 

区域は45万ヘクターノレに及 28-29 381 130 511 

んでいたっそのどの実績に
29-30 660 256 916 

ついてはこれをつまびらか
30 31 500 249 748 

にしない。 31-32 530 208 738 

なおこのような組織に 32 33 554 286 840 

は，サノレデーニ ヤ入植公団 33 34 591 283 874 

Ente Sardo di colonizza・ 34-35 672 357 1,029 

zion巴があり，またシチリ 35 36 528 286 814 

アの latifondo不在大地主 36 37 458 199 657 

にかわって開発をおこな 37-38 311 242 553 

に 1940年の法律もある。 38 39 345 320 665 

こ うして，統計による
39 40 326 472 798 
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と開墾費用は表2のごとく支出され，表3'4' 5にみるような開墾・干拓面

積と生産・労働成果をあげYこと報告されている。

富山 ムッソリーニむ残したイ夕日ア干拓事業

表 3.Compr宅nsorio（開墾施行区〕における公共事業の進捗状況

一一一1934. 7. 1一一一 （単位： 1,000へク夕日レ〉

保護的開墾（a)I改造的 開 墾 （ 扮

！ ｜ ｜完成 または完成
実施中だ［完成，ま｜実施中だ lbこ 市L
が進捗し｜たは完成｜が進捗し l 一
てない ｜に近い ｜三土二＿L三J成

総面積名州

73.5 

60. 3 

206.5 

0.9 72.6 

60.3 

123.9 0.8 34. 1 2.6 45.1 

15.8 4.5 11. 3 

453.4 16.8 124.8 40. 1 207.5 64.1 

338.8 1. 7 2.8 9.9 1. 2 323.3 

ピエモンテ

リグりア

ロンパノレディア

トリデンティ
ノ・ヴェネチア

ヴェネチア

ジュりアナ ・ヴ
ェネチア

エミリ

北

イ

タ

889. 7 

457.7 

217. 4 

1. 1 

219.3 

41. 3 

10. 5 

299.6 

39.3 308.8 

217.4 

1. 1 

71. 2 

424.8 

45.8 

124.0 

53.3 

ア

ナ

ケ

ア

オ

一

リ

カ

ル

プ

チ

ス

ソ

ト

マ

ウ

ラ

：

ー
ー

J

1

中
部
イ
タ
リ
ア

ア

51. 2 

321. 5 

778.2 

123.6 

229.4 

23.8 

23.6 

122. 4 

25.7 

24. 6 

1. 4 

89.5 

16. 7 

100.3 

4. 7 

6.2 

45.4 

500.6 

97.9 

77.7 

1. 4 

2. 1 

152. 1 

43.5 

33.4 

0.1 

107. 0 

24.8 
アプPノレッツイ・

ユ・モリーゼ

カンパエア

プリア

ノレカニア

カラプりア

南
イ
タ
リ
ア

129.7 11. 7 

34.8 

9.9 107. 7 

45.3 

0.0 

47.0 

0.3 アチ

166.8 26.0 26. 1 103.9 10. 1 0. 7 

4,734. 0 

(a) 

(b) 

330.2 782.6 1,595. 1 979.8 

不完全な既耕地の完全化。

latifondoのような粗放地の農業改造。

1,046. 2 計
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表 4.Boni五cain tegrale の生産 ・労働成果（1934. 7. 1〕

I 1ヘリー岨り 1ヘクターノレ当り 臨時労働者
粗生産価額（リラ〉 従事労働 （時間） の割合（%）

（！ 施行前施行後数＝100)（前 前後数＝100)（前前後

グェネチア

アディジェ川左岸 1,422 5,560 391 277 1,453 524 16 。
カ ポ シ レ 265 2,697 1,018 111 852 767 91 3 

低地オ γ ガロ 88 1,860 2,114 46 525 1,141 100 。
パ γ ド F エレッレ 353 1,460 414 90 287 319 100 。

エミリア

フェヲヲ開墾区 435 2,162 497 173 623 360 100 15 

ラヴェソナ低地 1,976 6,508 329 328 1,677 511 。。
ヵ・ ツ フ レ 335 1,930 576 94 708 753 95 24 

パノレミヂャ ーナ・モーリ ャ 516 3,012 583 139 946 680 。12 

トスカーナ

チエチナ平 地 804 2,830 352 176 545 309 71 1 

グロ セ ット 開墾区 496 1,558 314 71 257 362 74 12 

フ チオ

イゾラ・サ F ラ 119 1,130 949 90 472 524 89 5 

アグロ・ロマーノ 712 1,940 272 135 540 400 38 3 

プ リ ア

ムノレヂイエ・パレシ 200 1,463 731 197 1,769 898 58 21 

サノレデーニヤ

ア 、y 7 ノレ ノご 62 1,512 2,438 22 796 3,618 100 。
サ y ノレ ー リ 131 1,010 771 40 337 842 5 。
主な干拓地をかかげたの



これによると開墾施行面積は実に473.

4万ヘクタール，イタリア全土の約 6分

の lに達している。 1934年 7月現在の完

了地は 176万ヘクターノレ，完了見込のあ

るものを加えると 209万ヘク ターノレに及

ぶ。この数字の内容はどのようなもの

か，またどこまでムッソリーニの仕事か

は不明であり，そのまま信ずることはで

きないにしても，かなりの規模をもち，

みるべき実績をのこしている ことがうか

がえよう。

4. ポンテイネ大沼沢地干拓の実｛列

イタリアの地理的諸条件は場所により

ひじようにちがい，それに応じて Boni-

fica integraleの具体的内容も こと なっ

たものとなる。そこでここでは，紙面の

宮山：ム？ソリ ーエの残したイタリア干拓事業 129 

表 5. 政府関祭事業従事労働

(1922-23～1933 34〕

会計年度｜｜労働日数 I1日当り
労働者数

.~000 日 1. 000人
1922 23 7 29 28 

23-24 4,900 20 

24 25 5,063 20 

25-26 3,466 14 

26 27 3,336 14 

27 28 5,347 21 

28-29 7,029 28 

29 30 8,740 35 

30 31 11,275 45 

31-32 13,154 53 

32 33 14,890 60 

33 34 17,897 72 

計 102,354 

関係から，も っとも代表的な Pontine沼沢地干拓の実例を素描しておこう。

ローマ市内を貫流するテベレ川の河口から，ティレニア海ぞいにナポリへ

南下する中間地帯は，古来ポンテイネ大沼沢地 LePaludi Pontine として知

られ，マラリアの発生と野牛の放牧場として放置されてきた。ここに Agro

Romano 20万ヘクタールを対象とするムッソリーニの開墾事業によっ て，ホ。

ン テイネの湿地は完全な耕地となり，入植者を迎えて新たに Latina（別名

Littoria）県が生れたのである。

(1) Agro Pontino （ひろくはアグ ロ・ ロマ ーノの一部だが，せまくはポ γ テイネ平

地だけの農業地帯〕は Lepini,Ausoni, Alboni等東と北をかぎる山（1,000メ

ートノレ前後〕の傾斜地から，西，南方， Torre Asturaより Terracinaにい

たる海にむかつてひろがっている。面積 7.5万ヘクタ ール， その表土はあきら

かに不規則で，多 くの川や流れが走り，南端に MonteCirceo岬 （541メー ト

ノレ〉がつきでている。海岸線には北より Fogliano,Monaci, Caprolace, Sabau-

dia の i胡がつらなる。との地域の丞要な川は，~、ろしくはげ しい Teppia 川と，

Ninfa, Ufente, Amasenoなどの川である。

克服さるべき困難は， Ufente川の横切る深さ 60メートノレ以上の層をなす広

汎聞の泥炭層と移動沼であり，有機質に富んだ沼地が干拓されると，土壌が圧

縮されて地盤沈下現象をうむ（ 3年間に 40センチメートノレも沈下〕ことであ
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る。また水路の中の雑草の成長が夏季には 1日に 5センチメートノレ宛も水位を

もちあげ，水牛がこれをふみつぶした。

こうして，干拓前の AgroPontinoは，一部は永久の沼，i胡および丘よりな

り，他の土地は冬（雨季〕の数ヵ月は冠水するが，夏（乾季）には乾土となる

ところが大部分を占めたっま たこれらの土地は不在大地主の所領であることが

多しここにもリソノレジメ γ トの混乱に乗じて入手し， 1860年以来の Fucino

湖（戸 ーマ東方80キロメートノレのアベユーノ山中にあり湖面の海抜700メート

ノレ，面積 1.4万ヘクタールでイタリア第 3の湖〕干拓でぼろもうけをしたトノレ

ロユア公爵（成り上り貴族で，数万ヘクターノレの土地をマレンマやアグロ ・ロ

マーノにもつ〕の所領があったくなお，フチノは IgnazioSiloneの小説「Fo・

ntamara」の舞台で有名〕。そして， このような土地は， latifondoの例にもれ

ず牛，羊，罵の放牧地として利用されるのがふつうであった。近隣の丘の町か

らとぼしい人口がやってきて，これらの家畜の世話や，木を伐って炭を焼いた

り，“Jestre”とよばれるかぎられた図込んだ地片に穀物をまいたりし， 穀物

の収穫がおわるや恐ろしいマラリアの季節をのがれるべしこの土地を去るの

が習慣だった。

“Jestre”は 1～10ヘク ターノレの規模で 100ヵ所ぐらい点在し，大昔から Te-

rracinaや，も っとひんぱんには Lepini,Ciociaria の遠い丘の上の村落から

やってくる羊飼や，牛飼が季節的にいついたものである。その地片は一般に草

地であり，時に穀作，または市場向け作物が栽培される。家族の全員がマラリ

アにかかっており，夏にはこの恐るべき悪疫をさけて村へもどっていく。これ

にたいする例外は， Sermoneta,Sezze, Privernoなど山麓の園場であり，数百

ヘクターノレの傾斜地が0.5～1.0ヘクターノレの零細地片に分割されて，市場むけ

集約作物が， 4キロから20キロメートノレもはなれた村から毎日耕作にくる，自

作農民によって栽持きされる。

包） さてこのような AgroPontinoは，山からの流失物と海自体の作用でできたも

のにちがいないが， Bc 5～6世紀ごろまでは繁栄した農業共同体をもったと

もいわれる。それがローマによる征服，地震ないし他の自然的原因の結果，あ

るいは人口減少，土地保全策の欠如，山腹の浸蝕，海や他の水幸IJ秩序のびん乱

による砂地化，さらにマラリアとの結合によって，いつのころからか次第に深

刻かつ困難な状況を呈するにいたった。

ポンテイネ沼沢地を干拓しようという試みはすでに 2,000年以前にはじまっ

た。東方にたいするロ ーマ膨脹の大動脈となったアッピア街道（ViaAppia〕

にそう地域であるために， BC3世紀以来，街道の修復とともにこれに平行す

る運河の建設およびしゅんせつなどが相ついで行われた。シーザーも，テベレ

河口の Ostiaから Terracinaにいたる，運河の関さくをふくむ大開墾計画の

権限を与えられたが，刺殺で頓座したこともある。しかしながら，総じて卓越

したローマの土木技術をもってしでも，ここの開懇は実現しなかったといって
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よし、。

やがて ロー マ帝国の衰亡後， 5世紀末まではこの土地は忘れさられたっ東ゴ

ート のテオ ドリック 王の時，教父 Deciusに干拓地を報酬に干拓権を与え，水

路の改修がなされたが， やがてまた衰亡に傾いたe

これにたいし法王領時代にもっとも重要な千拓の試みがなされた。法王 L回

x (1513～21〕の時，兄弟の Giulianodei Mediciは， Torredi Badino近く

で掘られた溝底に Uf,巴nte川をつけかえるこ とにより，氾濫水の相当量を海へ

おし流すことに成 功し た（死後は住民の手で破壊）, Leonardo da Vinci は

Badino近傍の新河口の開さくを暗示したと信ぜられている。SixtusV (1586 

～90）も，Urbinoの建築家 AscanioFeniziをつかって FiumeAnticoを改修

させたが，運河底勾配の不十分 と築堤不備．そのどの管理不足でふたたび荒廃

に帰した。干拓に特殊な能力をもっと考えられていた，オランダの技師による

数笛の試みの運命も芳しくなかった（たとえば法王 UrbanVIII< 1623～44> 

のとき Dewitによ る航行大運河排水案〕c

1777年，PiusVIによ る最後の試みがもっとも成功したっ法王自身が Bolog” 

naの有能な水力技師 GaetanoRappiniに計画の大綱を示 している。 それに

よると， アッピア街道と平行に直線運河（PiaLine〕を掘り， これに櫛の歯の

ように走らせた小運河の水は，Badinoまで延長された Portatore運河をと お

って海へ排出される。補助的には旧 Sisto運河も使われる。 こう して， さら

にアッピア街道は修復され，エノレム，桑が両側に植えられ，運河 しゅんせつ規

則が作られ，開墾事業と干拓地の管理 ・維持権が永小作農の義務とされた。 こ

の成果は明るいものにみえたが，山の＊と平野の水を分離することに失敗した

ために，結局うまくし、かなかった。

なおフ ランス革命後，イタリ アを占領したナポレオンもポンテイ ネ沼沢地に

関心をも ち， 1810年に土地改良をめざした現地調査~員会を任命 したこ とのあ

ることをつけくわえておこう。

(3) これら数々の失敗に帰した干拓史にかんがみて 7 7シスタは bonificain tegra-

leを成功させた。その秘密を主に二つの側面から具体的にえがし、てみる。

付） まず Bonificaintegraleは Ninfa-SistoJI Iで分割された Pontinecompre-

nsorio （左岸〉と Littoriacomprensorio （右岸〕の二つの組合を とおして

おこなわれた。最初に陀軍地図局に依頼して， 5,000分の lの詳細な地図が

作られた （1926～1930年〉。

Littoria区では，266キロメ ー トノレにのぼる道路建設からはじめ，139棟の

労働者住宅を建設し，必要な作業機械がもちこまれた。 150キロメー トノレの

狭軌鉄道， 機関車39柄， トラッ ク1,400柄が配属され，鉄道府砕石と建築用

石材のための石切場が設けられ，石材産額は 300万立方メ ー トノレ とい う驚く

べき数値に迭した。強力な各種の機械掘さく機，あらゆる種類および能力の

ポンプ と自動車が用意された。
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Littoria地区内の水流は高 ・中 ・低位流の三つに分離された。 山から落ち

る高地水流は全長38キロメート ノレのムッ ソリーニ運河として知られる幹線水

路にあつめられ，毎秒 450立方メ ー トノレの能力をもって海へそそぐ。中位水

は全長32キロメート ノレの別の運河にあつめられ，Ninfa川水源付近より Mo・

naci 湖と Caproloce 湖の間で海へ出る。低地水流の大部分は幹線運河にそ

そぐ全長28キロメ ー トノレの水路にあつめられ，一部は Sisto運河を調整し，

Torre Vittoriaで海に入るつ これら 3運河は，延長 700キロメートルをこえ

る第二次水路によって養われ，500立方メート ノレの土壌が掘さくされ， 橋，

＊門，堰，排水管などの工事が遂行された。海ぞいの湖沼は しゅんせつされ，

揚土は付近の穴を埋めるのに用いられ，彦毎流をくいとめる堤防は煉瓦で構築

された。湖は海と連絡して養魚、場とし，沼は 4大揚水ポソプで排水された。

潜波面積も 2方ヘクタ ーノレに及んだ。そしてこれらの事業には，1934年の 1

年間で総数 1,140万労働日を投じた。

一方，Pontine地区において，地すへりと洪水の原因となる山水にたいす

る水利規制は， Amaseno I奔流の河床を改修する ことで確保された。 山以外

の湧水は貯水池をもって高 ・低位水に分離され，前者は Ufente, Botteの両

川にそそぎ，後者はポンプで排水された。揚水機でもっ とも重要なものは，

当時イタリア最大の Mazzocchioのそれで，500馬力， 7基をもって Quar-

taccio沼 9,000ヘクターノレを排水した。

次には道路の欠乏が痛感された。しばしば冠水したアッピア街道と，県道

1本，村道 2本をはなれると，他は草原の小道で実用にならず，雨がふると

通ることはできず，冬には消滅してしまうものだった。ところが今日では，

集落を中心に放射する新しい道路が走り，食道は ゴパンの自のようにおおわ

れ，魅力的な海岸道路もひらけている。飲料水は ロー マ ・ナポリ鉄道近くの

大湧水からとって，山政の地下貯水池にたくわえられた。

（ロr) Agro Pontino の入植と農業改造の大半を担当したのは， フアシス タ国家

のー支柱である全国在郷軍人会〔OperaNazionale dei Combattenti〕であ

る。その担当区域は Littoria(10, 500ヘク ターノレ），Sabaudia (14, 100ヘク

ターノレ），Pontinia (17, 000へFタール〉の 3区〔計41,600へI/？ーノレ〉にわ

かれ事業は1931年11月にはじまり第二次大戦直前に完成をみた。

区名であると同時に町名でもあるこれら Littoria又は Latina(1932年建

設） Sabaudia (1934年），Pontina (1935年）のほかに， Aprilia(1937年〉，

Pomezia (1939年〕などの新しい町が誕生した。そこには教会，学校，競技

場，農場管理セン Fー， 商店，倉庫などがたちならび，周囲には新 しい農家

の整然、と点在する農場 Podereが展開したc 第一次大戦の激戦地の名が， こ

れらの農村共同体につけられた。

農場の規模は土質により 10～30へFFーノレに仕切られ，それぞれの農場に

は住居， 牛舎（10頭前後〉，豚小屋，家禽小屋などが必ず設備された。在郷
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軍人会は建物の建造，土地耕起，運河・水路の関さく，家畜の提供などで完

備された新農場 Podereを俊民にひきわたすのである。農民は人口圧のとく

に甚しい地域から，園内移植民委員会の手をへて，刈分小作骨折l度 Mezzadria

のもとに入植した。 Littoriaにたいしては， Veneziaの農民 500世帯が，

1,820世帯の中からえらばれた。彼が新しい農業にたいする適応性を示すと，

ふつう 15年償却で自作農となりうる。しかし独立するまでは，彼は，農場管

理事務所の監督のもとに，酪農と穀作に専念しなければならない。これら農

場の開墾費用は，場所により 7,000リラから 2,500リラ〔1934年当時のリラ

貨〕のあいだと推定され，15年聞にこれを償還するには，へFFーノレ当り年

額地代 630～200リラを農民自ら負担せねばならぬ。さらに Littoriaと Sa-

baudぬ では，維持費と して1ヘクターノレ当り70リラ を追加徴収された。体

一つで入植した俊民にとってばかにならない額であるが，ともかく結果は成

功して，今日われわれの目の前にある。

全国在郷軍人会以外の開墾，入摘については，市町村または組合があたり，

そのメンバーまたは入植者に分配された。しかしその規模は一般に小さく ，

たとえば Sermoneta,Cisternaの入植者228戸は 7～8ヘク タール平均しか

なかった。

いずれにせよ，このようにして干拓された AgroPontinoのマラリア患者

率は，住民の激増とは逆に年を追って減少を示すのである。たとえば ごく干

拓初期の数字だが， 1930年の住民 5,000人にたいする擢病率 3.3% が， 1933

年には住民 41,026人， 躍病率 2.09 ~ぎとなっている。

5.むすび

Bonifica integraleの遂行は， 1940年，イタリアの第二次大戦参加によって，

ブアシスタの意気込みに反して尻つぼまりとなり，一部は未完成に終った。

このム ッソリ ーニの事蹟にたL、して戦後になされた評価は，大方否定的のよ

うである。

たとえば，ェ γサイ Fロベデイア ・プリタ ニカの1957年版は次のようにいってい

る。

「イタリアでは， 立法とその成果との間には， l、かに必要な関係がうすいかとい

うことをこれは証明したにとどまる。ファ シストの他の多くの措置と 同様に， これ

らは失業問題を解決する半ばギマン的な方法として，官僚制度を増長させることに

もっとも明白な効果をもっただけである。その成果は，多量；の資本を不毛に食いつ

ぶしたことであり，官僚主義の成長が一層の不効率と腐敗をもたらした。」 「成果は

部分的なものにすぎず，計画はいつも経済的動機よりも政治的意図から出た。効率

よりも見せものにすぎなかった。がいしておど ろくほどの小額が，ファシスト 国家
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によって，社会厚生事業に支出された。」 「1929年以来，賃金水準は落ち，8時間労

働は放棄され，長期の失業がうずをまいた。事態は，政府が賃金および失業統計の

公表を とりやめるほど悪化していた。」〔EncyclopaediaBritanica, 1957年.12巻，

801, 803ベージ〕

しかし， みせかけの善政のきらいがないでもないが，「独裁による多くの

弊害をともないつつも， 治績としてみとめられるべきものをもって」（森田

鉄郎 「イタリア史J197～8ページ〉いたことは否定しえなし、。現に1950年に

はじまった農地改革L 本質的にはまったく，このムッソリーニの路線と方

式を継承して，農業開発を実施する以外のものではなかったのである。 こう

して，いわば彼の残した千拓 ・開墾事業の完成が，今日のイ タリア政府最大

の課題となっている。

さきにふれたように，ム、yソリ ーニ の Boni丑cain tegraleの国費は70億りラを計

上した。当時，イタリア全部の国土改造には最低 1,000億リ ラを要するといわれた

のにくらべれば，わずかな額にすぎなし、。これが事業の範囲を根抵から制約したも

のであり，それだけに今日，彼の事業を発展，完成せしめるにはどれほど巨額の投

資も決して足れりとはしないであろう 。（東大農学部農業経済学教室〉
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