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第 11 章 都市近郊アグリツーリズムの持続的発展 
―イタリアのキアンティを事例に― 

 

 須田 文明  

 

１．はじめに 

 

新型コロナ COVID-19 の蔓延により，海外の富裕層を対象とした農泊促進施策の実施は

中断を余儀なくされている。本稿が対象とするイタリアでも事情は同様である。日本でも

イタリアでも，海外からの外国人旅行者の誘客は見通しがつかない状況にある(1)。それで

もイタリアでの外国人富裕層を対象としたアグリツーリズムがどのようなものであったか

を検討しておくことは，コロナ後の我が国の農泊施策を構想する上で有益であろう。 

本稿はイタリアのトスカーナ州のキアンティ地方の事例を紹介する。イタリアの農泊

施設 2万 2,661のうち，トスカーナ州のそれは 4,518で，第一位を占めていることからも，

同州を対象とすることは自然のように思われる（CREA, 2018:144）。またキアンティ地方

を事例研究の対象としたのは，この地方がイタリアの最高級のワイン（キアンティ・クラ

シコ）とオリーブオイルの産地で，こうした地域に特徴的な産品（テロワール産品）がア

イコンとなって多くの外国人の富裕層がこの地方を訪れており，農泊の先進地となってい

るからである(2)。食をテーマとした外国人観光客の誘客事例は，我が国の「SAVOR 

JAPAN（農泊 食文化海外発信地域）」等の施策の実施に際して貴重な示唆を与えてくれ

ると思われる。他方で教育農場はといえば，ピエモンテ州の 306，カンパニア州の 284，

エミリア・ロマーニャ州の 269 等と比べ，トスカーナ州のそれは 62 でしかない（ibid., 

p.146）。ここからも同州が外国人富裕層に的を絞ったアグリツーリズムを展開してきたこ

とがうかがわれる。データは古いが，2007 年のトスカーナ州の旅行者宿泊者 55 万 6,658

人のうち，29 万 22 人がイタリア人であるのに対して（平均 3.9 泊），26 万 636 人が外国人

であった（平均 6.7 泊）（Perrin, 2008）。 

キアンティでは，高級ワインとオリーブオイルの生産者団体（コンソルツィオ）によ

る外国人富裕層を対象にしたアグリツーリズムが展開されているだけではなく，広域の市

町村共同体はより持続的で社会包摂的な地産地消的な地域振興を目指す動向を見せている

（井上, 2021）。こうしたダイナミックな萌芽的展開が，COVID-19 を契機にどのような方

向へと発展するのか，興味深いところであり，こうした動向を見るためにも，本稿では，

これまでのキアンティの軌跡をたどってみた(3)。 

 

２．キアンティ地方のアグリツーリズムの展開 

 

（１）都市近郊農地とツーリズム振興：南仏プロヴァンスとの比較から 
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 Perrin（2009）はフランス南部のマルセイユ近郊とトスカーナ州のフィレンツェ近郊の

キアンティ地方とを比較して，両国のアグリツーリズムの展開を論じている。両地域の都

市近郊の農村は観光地として人気があること，ブドウ畑とオリーブ畑の景観があることを

共通点としていながらも，アグリツーリズムの展開においてどのような相違があるのだろ

うか。フランスと比較することでイタリアの都市近郊農地と農場を利活用した観光振興の

特徴を見るために，少々迂遠
う え ん

ながら，農地の都市化について言及しておく必要があろう。 
 観光開発については，イタリアやフランス南部のような地中海地域において，とりわけ

都市近郊農地保全が課題をなしてきた。海岸付近に位置する農地は都市化や工業，観光業

との競合により農地縮減圧力にさらされてきたのである。Perrin（2015）は農地の都市化

についてイタリアとフランスは対照的な軌跡を経てきたという。フランスでは 1982 年以

降，3 万 6,000 のコミューン（市町村）にたいして，徐々に都市計画の権限が与えられて

きた。その後 1999 年以降は都市計画について，市町村連合などの広域行政が権限を有す

るようになった。他方，イタリアは歴史的に都市国家の伝統が強く，コムーネの数は

8,000 でフランスよりも規模が大きく，自立性が高かった。その後，1972 年以降，都市計

画に関する立法的，行政的権限を州に委譲してきた。 

 都市計画についてはイタリアの特徴が際立っている。少し長いが宮内（2020）から引

用しておこう。「（イタリアにおいては）自治体ごとに定められる都市計画に基づき，建設

許可を受けるが，開発圧力からどうしても自治体では土地利用規制が甘くなりがちである。

そこで国や州が，上位計画である風景計画を用いて，トップダウンで風景保護を理由に，

市街地をコンパクトに維持する土地利用規制を求めている。新しい風景計画が策定される

と，自治体の都市計画ゾーニングは見直しを求められる。（中略）日本と違って，イタリ

アの自治体の都市計画は，国土全域が都市計画法の及ぶ都市計画区域であるとともに，都

市計画法に農業ゾーンのゾーニング規制ができるので，田園エリアの建設を規制する権限

が自治体の都市計画部局にある。こうしてトップの風景計画からボトムの自治体の都市計

画まで土地利用規則を実現する手段を持っている。（中略）イタリアが欧州の中でも特に

秀でているのは，風景財のように保護すべき広範囲のエリアに及ぶ歴史的風景の特定の指

導が，国の権限を持って独立して行われている点である。個人や自治体による経済開発の

優先志向に対抗できるのは，直接利害関係のない国または州しかないのが現実である」

（宮内，2020：29-30）。 

 第二次大戦後の都市計画において，フランスは中央集権的性格が色濃く，橋梁エンジニ

ア（建設省技官）が規範的な都市計画化を優先させてきたのに対して，イタリアではこう

したエンジニアよりも建築家が，既存の建築物の類型を重視して都市計画を作成してきた

という経緯があり，こうした相違が両国の都市計画にとって決定的であった

（Perrin,2015）。再び宮内（2020）から引用しよう。「イタリアでは，風景計画づくりに都

市計画家や建築家が参加してプランニングしていることで，土地利用の規制に対して，き

め細かい配慮が見られる特徴がある。また，国の風景財の監督についても全国（文化財監

督局）のスタッフの多くが建築家であり，風景規制エリア内の開発行為に対抗する専門的
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指導を可能にしている」（宮内, 2020：31）。 

 以上のようなフランスとイタリアの都市計画の相違を踏まえた上で，都市近郊農地のツ

ーリズム的活用を検討しよう。南仏のマルセイユ近郊と比較してイタリアのトスカーナ州

フィレンツェ近郊キアンティ地方のアグリツーリズムの展開の特徴として，Perrin（2009）

はトスカーナ州のそれが中世以来の折半小作制度の名残として，大規模な農場と建物を有

していたという歴史的な要因に帰せられるとしている。イタリアでは大規模土地所有制度

が歴史的に存在していたのに対し，フランスのとりわけ南部では小規模自作経営が展開し

ていたことが，両国のアグリツーリズムの展開に影響を与えたと考えられる。 

 フランスではアグリツーリズム経営者は主たる建物の中に，あるいは干草小屋や納屋，

物置小屋を改修して二つか三つの宿泊用の部屋を整備している。このように経営者は，ト

スカーナの分益小作の大規模所有者のようには経営に不要な大規模農場施設を有してはい

なかった。また都会のフランス人もホテルタイプの，観光客用の宿泊施設に投資するより

も，自分のセカンドハウスの取得を好む。したがって都市近郊の古い農家は，主たる居住

地として，農村部でのそれはセカンドハウスとして売り出される。これは南仏プロヴァン

スでは特別な認可は必要としなかった（Perrin, 2009:556）。 

 逆にトスカーナでは，農業者の住居は経営者の建物として考えられている。農業地帯で

は，古い農場は，コムーネによってまず，その目的変更が認可されていないと，都市住民

には販売できない。他方ではアグリツーリズムのために，経営者は既存の建物，農業建物

さえ改修することができるし（たとえそれらがもはや経営に有用ではないにしても），経

営者はこれに建物延長部分とプールを追加して建築することもできた。何年かすれば，ア

グリツーリズム施設は非農業居住地として再び販売できた。不動産価格高騰により，都市

近郊はアグリツーリズムをめぐるこの種の逸脱を促してきた。だからこそトスカーナ州法

（no. 30/2003）以降，アグリツーリズム用に転換された建物は 20 年間は非農業住居には

転換できなくなったのである。 

 このようにフランスのプロヴァンス地方では多くの農業住居が住宅として，若しくはセ

カンドハウスとして売却され，都市のスプロール化と農地価格高騰への期待が，アグリツ

ーリズムへの投資を妨げてきたようである。それに対してトスカーナ地方では，分益小作

制度の終焉の後，農村建物の重要さと立法により，都市住民への売却よりも，旧大地主に

よるアグリツーリズムが促進されたのである（ibid. :556）。 

  

（２）キアンティ地方の折半小作制度の終焉 

 トスカーナ州キアンティの高級ワインであるキアンティ・クラシコ DOCG はイタリア

を代表するテロワール・ワインであり，キアンティ地方の八つのコムーネで生産されてい

る。ワインの生産者団体（コンソーシアム）と，八つのコムーネの村長たちとの間でのコ

ンフリクトに満ちた関係がテロワールと地域（テリトーリオ）の結合にダイナミズムを与

えている。ブドウやオリーブの農園と農場の伝統的建物，糸杉の景観からなるトスカーナ

丘陵のイメージは，新興国ワインとの製品差別化とワイン・ツーリズムを推進するコンソ

180 181



第 11章 都市近郊アグリツーリズムの持続的発展―イタリアのキアンティを事例に―（須田） 

182 

ーシアムにとって重要な戦略的資源である。他方で，村長たちはキアンティの強すぎるイ

メージを回避し，地域住民の雇用やサービスの考慮，フィレンツェやシエーナの都市近郊

農村として地産地消活動や都市住民を対象とした週末の農場開放，教育農場，小規模なア

グリツーリズムなどの地域振興施策を進めている。コンソーシアムの資本主導的地域開発

と村長たちの地域主導的なそれとの対立という単純な図式には収まりきらず，コンソーシ

アムは環境保護団体と連携して，キアンティ景観の守護者を自認している。以下，この錯

綜した地域振興のダイナミズムを紹介する。 

 イタリアのトスカーナ州キアンティは，グローバリゼーションが進む資本主義の主導の

もと推し進められる農村地帯の刷新，いわゆるルーラル・ジェントリフィケーションをめ

ぐる複数プロジェクト間の対抗的プロセスとして興味深い事例である。ルーラル・ジェン

トリフィケーションとは，都市部でのジェントリフィケーションについて一般的に言われ

ている古い建物の建て替え，集合賃貸住宅から持ち家への転換，不動産価格の高騰，中産

階級による労働者階級の締め出しといった都市化現象の農村バージョンである。これまで，

ルーラル・ジェントリフィケーションは「農業生産の景観 v.s.美的消費の景観」という対

立軸から論じられ（Carrosio, et al., 2019），農業生産の周縁化とあいまって都市中間層によ

る緑の空間への欲求に突き動かされて進行するとされてきた。ルーラル・ジェントリフィ

ケーションでは，アメニティとエコロジー的価値を追求する都市中間層の移住による住宅

やセカンドハウス，ツーリスト向け施設の建設のために，古くからの住民が閉め出される

現象である（Carrosio, et al., 2019）。欧州の CAP の農村振興政策による農村経済多角化と

農村の刷新への支援がこうした動向を推進した。 

 トスカーナ州キアンティは，キアンティ・クラシコ DOCG という国際的に有名なワイ

ン生産とそのツーリズムを通じた独特なジェントリフィケーションの事例を示している。

以下では地域全体がどのように「不動産コレクション」になるのかを示す（Boltanski and 

Esquerre, 2014）。イタリアのトスカーナ州キアンティ地方は，古代からブドウ栽培が行わ

れ，ルネサンス期にはメディチ家により高く評価され，フィレンツェの貴族階級に供給さ

れ，英仏戦争のおかげ英国にも多く輸出された。英国市場に向けて偽造されたキアンテ

ィ・ワインが横行するようになると，1716年にトスカーナ大公・コスモ・メディチ 3世が

イタリアの最初の地理的表示に類する布告を行っている。 

 中世後期から 20 世紀前半までトスカーナでは都市の貴族階級による巨大農地所有と折

半小作制度が支配的であった。第二次大戦直後には，家長の下で 10 人ほどの拡大家族の

小作人が平均 25haというわずかばかりの農地とポデーレ（podere）と呼ばれる居住地を与

えられ，収穫物を折半するという小作経営が行われていた。小作人はファットリア

（fattoria）と呼ばれる平均 250ha の農場経営者に組織される。キアンティの景観はこうし

た社会経済的組織化により歴史的に形成されてきた（Brunori and Rossi, 2007） 。 

 第二次大戦後，トスカーナ，エミリア・ロマーニャ，ウンブリア，マルケなどのいわゆ

るレッド・ベルト地帯でイタリア共産党が躍進し，折半小作農たちの支援によりキアンテ

ィ地方の全てのコムーネで同党が議会多数派を獲得することになった。イタリア共和国は
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小規模農民土地所有を形成することで再興を図っていたこともあり，かつての小作農たち

は自作農化する者もいれば，フィレンツェなどの近隣の都市に働きに出て労働者となった

者もいる。テキスタイルや自動車部品工業などがキアンティ地方に進出することになり，

左翼のコムーネ議会はこうした発展を支援し，企業に農地を提供し，労働者の住宅アクセ

スを容易にすることで，極端な農村流出を伴わない離農が進んだ。キアンティの八つのコ

ムーネ全体で 1951 年から 1971 年の 20 年で人口は 26%減少したものの，1971 年から 1981

年は 3.6%の増加に転じ，1991 年から 2001 年も 7.1%増となっている（ISTAT，ただし

Brunori and Rossi,2007 より）。所有者となった小作農たちはコムーネ議会と州に支援され

て農協を結成し，農協にブドウやオリーブを出荷することになった。小規模生産者でも，

工場で働きつつ果樹生産を続けることができた。他方で大規模農地所有者はコンソーシア

ムを通じて 1967 年に DOC に認定させ，1984 年にキアンティが DOCG に登録され，さら

に 1996 年に高級ワインのキアンティ・クラシコが生産されることになった。折半小作制

度の終焉により 1960 年代から 1970 年代には国の投融資制度により畑作や草地，ブドウ・

果樹の複合作物経営からブドウとオリーブのモノカルチャーへと転換が進んだのである。 

  

３．キアンティをめぐるアグリツーリズム振興プロジェクトの対立 

 

 第二次世界大戦後，大土地所有者は，小作人たちの農場を統合し，機械化と雇用労働に

よってキアンティ・クラシコを発展させた。小作人から土地所有者となった小規模経営者

はコムーネ議会とトスカーナ州の支援により農協に結集した。1979 年から 1984 年のワイ

ンの過剰生産危機の後に多くのブドウ畑が抜根され，農協は閉鎖ないし合併され，キアン

ティ・クラシコが地域経済を牽引するリーダーとなる。フィレンツェやシエーナに近いこ

ともあり，都市近郊化と工業化の進行と，労働者の支持を得たイタリア共産党のコムーネ

議会多数派の掌握がなされた。2021 年現在もキアンティ地方では折半小作制度の影響を

色濃く残しつつ，コンフリクトに満ちた二つの発展戦略が展開されている。 

 中世以来の大土地所有の流れをくむキアンティ・クラシコの生産者団体であるコンソー

シアムは，国際的に有名なワインのバリューチェーンの高付加価値を目指し，キアンテ

ィ・クラシコ地域保全基金（Fondazione per la Tutela del Territorio del Chianti Classico）以

下，「基金」と記す）を 1991 年に設立し，当該地域の歴史的資産と環境保全を目的とした。

基金はキアンティの八つのコムーネの工業化とコンクリート化に反対するキャンペーンを

行い，建築家を雇用してコムーネの開発計画に対して州の行政裁判所に多くの差し止め請

求を行っている。例えば Greve コムーネに対しては歴史的建物の改修プランに反対し，

Castelnuovo Berdenga に対しては採石場計画や分譲地計画に反対している。2003 年に

Gaiole in Chianti におけるゴミ収集施設や工業地帯の建設を撤回させた際には，WWF 等の

環境保護団体と連携するなど，コンソーシアムはキアンティ・クラシコ地帯の景観保全の

守護者をもって任じるようになった。環境保護団体は左派のコムーネ議会と良好な関係に

あったため揺さぶりをかける形となったのである。 
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 コンソーシアムの地域経済への圧倒的な力を背景とした高級ワインにもとづいた地域振

興プロジェクトに対して，キアンティ・クラシコにかかる八つのコムーネのそれぞれの議

会は，異なったプロジェクトを推進しようとした。キアンティ・クラシコの呼称区域は八

つのコムーネで構成される。四つのコムーネはその全体が呼称区域に含まれるが，残りの

四つのコムーネはその一部しか含まれず，特定の地域を排除することは後者の地域をなお

ざりにしてしまうと考えられたのである（Perrin, 2011）。1997 年，基金はユネスコ世界遺

産への登録を申請しようとし，八つのコムーネの村長たちは，コンソーシアムの力に抵抗

するために団結するべく，環境，景観，建築保全のために「キアンティにおけるアグロツ

ーリズモと文化の保護と振興のための協定（Pontignano 協定）」を締結した。彼らは建築

可能な区域の拡張を抑制し，伝統的な建築資材と技術を活用することを取り決めた。農業

については，段々畑やブドウとオリーブの混植畑を保全し，ブドウ畑と他の農村景観のバ

ランスをとらせようとした。この協定は 1999 年に延長されることになり，広域コムーネ

連合の創設によってキアンティ・クラシコ・コムーネ村長常設委員会が設置された。コム

ーネの村長たちは，環境保全の観点から，丘陵地帯でのブドウのモノカルチャーは土壌を

浸食し，景観を平板化させ，生物多様性を縮減すると批判する。2005 年，彼らは「キア

ンティにおける土壌の持続的な農業利用のための憲章」を制定した。社会的公正にも言及

して，キアンティのテロワールは本質的に農地所有者であるコンソーシアムに加盟する

600 人，外国人富裕層，及び観光業者にしか恩恵をもたらさないと批判した。村長たちは

オルタナティブな農村振興モデルを主張し，多面的機能の農業，環境保全型農業，小規模

複合経営，コムーネの住民やフィレンツェなどの近隣の都市住民への新鮮な農産物供給に

応えるべく，地産地消を訴える（Perrin, 2011）。 

 同時期にフランスで進んでいたボルドー・ワインのサンテミリオン地区は 1999 年にユ

ネスコの世界遺産に登録された。他方，キアンティでは管理プランの作成においてコムー

ネの関与と協力がないことを理由に 1997 年に国が世界遺産への申請そのものを却下した。

Tavarnelle val di Pesa コムーネ村長（当時）Dirindelli 氏は以下のように語る。「ユネスコ世

界遺産への登録申請を行ったのはコンソーシアムであって，コムーネには相談もなかった

ので，我々はそれを拒絶したのです（Anger, 2010:71）」。村長たちにとって，キアンティ

はワインとツーリズムには還元できないのである。同氏は続ける。「（ユネスコ世界遺産登

録は）我々の地域にとってすばらしいことです。それは我々を目立たせてくれるから。し

かしコムーネはキアンティ・クラシコの生産者の地域には還元されません。我々は製造業

も雇用を生み出すことを望んでいます。我々はツーリズムとワインだけでは生きていけな

いと確信しています」。工業や製造業は地方の収入の 50%を占めるだけでなく，多角的な

経済を維持することを可能とする。フィレンツェへの近さは観光客を引き寄せるが，非観

光部門の企業誘致にも貢献する。コムーネ議会はユネスコ世界遺産への登録が他のあらゆ

る地域経済振興への道を閉ざすと警戒したのである。Greve in Chianti コムーネ村長は地域

振興について「コンクリート化を回避しなければならないとしても，あまり裕福でない社

会層への住宅供給をしなければならない。さもなければキアンティを富裕層のオアシスに
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してしまうであろう」という（Perrin, 2011）。 

 コンソーシアムが推進するテロワールの農業と，フィレンツェ都市近郊などの地産地消

的プロジェクトとの連携との相違は，第 11-1 表のとおりまとめられる（Perrin, 2011）。 

 

第 11-1 表 都市近郊農業の地域化の二つの形態 
 テロワールの農業 近接性の地産地消的農業 
農業 ワイン企業 小規模の複合経営(野菜，畜産) 
地域 産地:キアンティ・クラシコの区域 生活圏:フィレンツェの都市近郊地域 
市場 国際(輸出＋観光客) ローカル:地産地消 
コーディネーショ

ン 
バリューチェーン:ワイン，オリーブオイ

ル 地域(コムーネ，大都市圏，メトロポール) 

イニシアチブ コンソーシアム コムーネとその共同体 

イノベーション 
1. 組織的:キアンティ・クラシコ地域保

全基金 
2. 地域的:「ワインとオリーブの道」 

1. 組織的:Pontignano 協定，キアンティ持

続的農業憲章 
2. 地域的:キアンティではなく，フィレン

ツェ市を参照基準 

資料：Perrin (2011),105。 

 

 

 2001 年，イタリアは法律(no.228)により農村ディストリクトを規定し，州がこれを認定

することを規定している。それによれば「この地域生産システムは，歴史的アイデンティ

ティにより特徴付けられた均質的な地域で，農業活動とその他の地方活動との間の統合の

みならず，種別的な財とサービスの生産をなす」。これを受けてトスカーナ州法 21/2004

は農村振興政策の手段として農村ディストリクトを制定した。ディストリクトとして認定

されるためには，地域の強い均質性と種別的な文化，自然，経済資源を特定しなければな

らないことから，地方公共団体は資源を活用した経済発展計画を提示しなければならない。

ディストリクトは公共部門と民間との緊密なパートナーシップがなければ成立しない。キ

アンティは，文化景観，ワインやオリーブ，農村文化遺産を有するため，コンソーシアム

もコムーネもディストリクトに認定されようとしてきたが，上述の対立があったため，認

定に至らなかった。対立とは，コンソーシアムが DOCG ワインの高付加価値化のために

ディストリクトの範囲は DOCG ワインの生産範囲と同じであるべきだと主張したのに対

して，村長側が行政区分全体をディストリクトとすべきだと主張したのである。コンソー

シアムにとってディストリクトはあくまでも地域マーケティングの手法であった

（Brunori and Rossi, 2007:190）。 

 近年あらたに，キアンティ・クラシコ地帯のユネスコ世界遺産登録申請への機運が高ま

り，県の権限が著しく減少する中で，二つの県にまたがった八つのコムーネの連携を進め

るべく農村ディストリクトの認定に向けた動きが活発となった。2018 年 1 月 15 日，トス

カーナ州法のデクレ（no.282）によりキアンティ農村ディストリクトが認定された。八つ

のコムーネ，キアンティ・クラシコ・ワインコンソーシアム，キアンティ・クラシコ・オ

リーブ・オイルコンソーシアム，及びキアンティ・クラシコ地域保全基金が調印している。

ディストリクトに対応するゾーニングは DOCG のそれに対応しているとおり，コンソー

シアムの主導的側面が見られるものの，ディストリクトの目的としてはワインやオリーブ

184 185



第 11章 都市近郊アグリツーリズムの持続的発展―イタリアのキアンティを事例に―（須田） 

186 

の特徴的産品をめぐる地域のマーケティングの強化に加え，アグリツーリズモ，教育農場，

地産地消活動の推進などこれまでキアンティ地方の地域振興を二分していたテーマが取り

入れられている点が特徴的である 。 

 

４．おわりに 

 

 本稿で見てきたように，折半小作制度の下での大土地所有とその分益小作人との間の歴

史的対立という軌跡の延長に，現在のキアンティ・クラシコのコンソルツィオが主導する

外国人富裕層を対象としたアグリツーリズムと，八つのコムーネの村長たちが主導する地

産地消的で持続的な都市近郊農業プロジェクトとの間で，コンフリクトを伴いながらも地

域振興がなされてきた。本稿執筆時点で，イタリアも日本も，COVID-19 の蔓延のため，

今後のアグリツーリズムの展開を見通せる段階にはない。本稿で検討したトスカーナ州キ

アンティのような，デラックスなアグリツーリズムは時代遅れになり，むしろより持続的

で社会包摂的なツーリズムが求められるようになるのかもしれない。しかしながら株高を

背景にした金融資本の保有者を中心に，パンデミックの終焉の後に，旺盛な観光需要が再

び喚起されることもあろう。もちろん世界の富裕層を対象としたアグリツーリズムの得意

な地域と，週末に都市住民を受け入れる小規模なアグリツーリズムに適した地域とはそれ

ぞれ歴史的に形成されてきたことである。こうしたそれぞれの地域における，アグリツー

リズムをめぐる萌芽的な傾向を観察することが重要であろう。 

 

注（1）COVID-19 のイタリアの観光業への影響についてはさしあたり Gismondi et al., (2021)を参照せよ。 

（2）伝統や「ホンモノらしさ authenticity」がどのようにアグリツーリズムにイノベーションをもたらすかについ

てのイタリアのプーリア州の事例は Palmi and Lezzi (2020)を参照せよ。 

（3）本稿の主要な部分は須田(2022)「テロワール産品を通じたルーラル・ジェントリフィケーション：イタリア

のキアンティ」（木村純子・陣内秀信編著『イタリアのテリトーリオ戦略』白桃書房）からの抜粋が多くを占め

る。より詳細な分析については拙稿を参照されたい。 
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