
 

海外情報 

ポートランドのウォーターフロント公園整備 

 

青木 義典

１．はじめに 

 

新しいものではないが、ポートランドがウォー

ターフロントの公園整備ついての第2次マスター

プランを2002年に公表している（URLは文末に表

示）のでその中から普遍的部分を中心に関心のあ

る部分を紹介する。詳しくはウエブサイトの原文

を参照されたい。 

その前に、ポートランドの置かれている地理的

な特性やポートランド港について概略紹介する。

米国西海岸のワシントン州とカリフォルニア州に

挟まれてオレゴン州がある。ポートランドは、こ

のオレゴン州の州都で、ワシントン州に隣接する

ところに位置する。コロンビア川を170kmほど遡っ

たところにウィラメット（Willamette）川との合

流点がある。ポートランドはこのコロンビア川と

ウィラメット川の合流地点のウィラメット川沿い

に発達した都市である。 

ポートランド港はウィラメット川沿いに施設が

配置されている。（下図ターミナル位置図） 

したがって河口から170kmほど河川を遡らなけ

ればならない。航路の水深維持には苦労をしてい
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ると思われるが、今回はテーマが違うので詳しく

は議論しない。現在は河口および河川内の航路水

深を12mに陸軍工兵隊が維持している。これを13m

に増進すべく活動しているようである。 

2008年の取扱貨物量は14百万トンで、バルク貨

物が多く鉱物が5百40万トン、穀物が4百40万トン

と太宗を占めそのほか自動車も多い。コンテナー

の取り扱いは24万5千TEUである。コンテナーはコ

ロンビア川とウィラメット川の合流地点に位置

するターミナル６で扱っている。ターミナル６は

3バースからなっている。 

このような状況であるからポートランドのウ

ォーターフロントは河川沿いである。彼らも2001

年からリバールネッサンスと呼ぶ計画に取り組

んでいる。わが国のポートルネッサンスと同じよ

うな発想であることが面白い。 

2002年に公表したマスタープランは、改定プラ

ンであってポートランドのウォーターフロント

パークは1975年に川沿いの6車線道路（左図参照）

を廃止することによって整備が始まった。今回の

マスタープランは、次のポイントからなっている。 

・ウォーターフロントパークの次の展開をどうす

るか 

・マスタープランが狙いとするゴールを明確にす

る基本方針（guiding principle） 

・基本方針をどの様に具体的な開発行為に取り入

れていくかの開発コンセプト 

・公園の６の要素のより具体的な考え方を示す提

案 

米国のこの種の計画でよく使われる組み立ては、

基本方針、個別要素に対する開発コンセプト、そ

して個別要素の具体的提案である。具体的な提案

に入る前に回遊とアクセス及びイベントの管理

について重要な要素として特別に記述している。

以下にマスタープランの記述に沿って基本的な

部分の要点を紹介して行く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．マスタープランの基本方針 

 

公園とそれを取り巻く市街地の一体化 

計画は、市中心部との物理的な結合と機能的な

連携を強調しなければならない。これによって公

園がポートランド市中心部における基礎的なオ

ープンスペースとしての役割を果たすことがで

きる。 

・公園はあくまでも市の主たるウォーターフロン

ト公園として、市のオープンスペースの中心的な

存在であり、川沿いへのアクセスであることを明

 -WATERFROMT DEVELOPMENT- 47



 

確にする。 

・将来予測の需要にも耐えられる強力な歩道及び

自転車道をナイト緑道を横切りまた川に沿って

整備する。 

・ナイト緑道を補助的な利用を考えたウォーター

フロントパークの一部として改良する。このとき

通りの西端の空地の再開発も含める。 

（下の現況航空写真参照） 

 

公園が川沿いにあることを強調する 

公園は各種の活動の場を提供する。水面への物

理的及び視覚的アクセスが可能であり、そして河

川がポートランドにとって歴史的に重要な役割

を果たしてきたことを示すことができる。 

・一般市民が橋や水辺を通じて河川との視覚その

他のかかわりの機会を増やすこと。 

・訪問者の目的となるようなものを環境問題や歴

史的な内容または教育上の観点から作り出す。将

来的には、観光船、歴史的な船舶展示、小型のク

ルーザー、及び商用または軍の船舶の短期係留を

考える。 

 

 

 

 

 

 

公園計画図 

 

幅広い活動の為の環境を作り、リクリエーション

の機会を作り出す 

公園は年間を通じて大衆の集会から個別なリ

クリエーションまで幅広い活動を受け入れる。 

・キーポイントに二箇所の活動中心地（例えばサ

ーモン通り噴水のような）を作る。それによっ

て公園の安全性を確保し夜の活動も盛んにする。 

・公園を公的な集会の場として使える様に設計す

る。このため臨時的な芸術作品の展示や各種の

パフォーマンスが昼夜可能な空間を準備する。 

・一方公園のいたるところに小さなグループや個

人が楽しめる環境を整備する。 

・大きな空間の他に、腰掛けて憩える小さなスポ

ットを整備する。 

・公園は利用者が安全に感じるよう死角が出来な

いように設計する。 

・訪問者の為のサービス施設を整備する。例えば

安全なトイレ、水のみ場、ベンチ、照明その他

基本的な年間を通じて利用し易いような基本

的な施設を整備する。 

 

３．主たる開発コンセプト 

 

公園内に二箇所の活動拠点を整備する 

一つは、ホーソン橋とサーモン通り噴水の間で

既にある程度公園内のチャーミングポイントに

なっている部分。ここを主要な拠点として位置付

け訪問者の為のサービス施設を整備する。 

二つ目は、アンキニー広場に位置する。新しい整

備によってあらゆる年齢の児童の為の遊び場と

する。これによって児童の不良化を防ぐ。先のサ

ーモン通り墳水に規模と活力の点で引けを採ら

ないよう水の要素を取り入れた整備とする。既存

の係留施設は移転する。移転先では電気上下水道

を整備し100から250feetの船が係留できるもの

を準備する。 

 

モリソン橋の北に広がる草原の改良・再開発 

1975年のマスタープランでは、草原を最も柔軟

なオープンスペースと考えていた。この草原には

二つの機能がある。①大きなイベントの時の予備

空間、②公園の西側の部分の将来の住居の為の公

園用地。また将来の住民や市街地の労働者、その
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他の来訪者の為のリクレーション用地として活

用できる。この場所は通りと川の間の三日月型を

した土地で護岸および遊歩道と草地の間の腰掛

けられる段差を含んでいる。草地は東側に傾いて

いるのでナイト遊歩道から川への視界が開けて

いる。 

 

ヤムヒルとモリソン通りの近辺に曲線の通路で

縁取られた全天候型ウォーターフロント広場の

整備 

全天候型の広場と隣接する芝生広場は、通年の

公的イベント環境を整える。広場は、各種の機能

を収容できる。小売の屋台群、小規模なパフォｰ

マンス、臨時的な芸術の展示、公的集会その他小

規模な催事など。 

 

公園の中をくねくね通り抜ける曲線状の遊歩道を

設けることにより公園を体験する機会を増やす 

遊歩道は、川面に対する視覚を確保しつつ歩行

者と自転車の利用者に対する通路の一部である。

一端をサーモン通り噴水に発しウォーターフロ

ント広場の川縁を取り巻いて、ナイト遊歩道に戻

ってきて、アンキニーふ頭の所で川から離れ日本

―米国歴史広場の入り口のところで公園に戻っ

てくる。この通路を辿ることにより来訪者は、河

川、並木の植わった通り、公共空地およびこじん

まりした休息スポットの景観の移り変わりを体

験できる。遊歩道の整備はまた公園内の各種の歩

き方を可能とし回遊の可能性をつくり出す。ナイ

ト公園道路の測道は公園と市街地の連携を実感

させる 

 

一般の人が川面を眺めたり近づいたりできる機

会を増やす 

水面への物理的及び視覚的アクセスはこのマ

スタープランの重要な課題であり、幾つかの方法

で実現できる。川面への視覚的なアクセスは、公

園の東半分の草原が川面への視界が開けている。

約４％を占める新たな斜面はイベントの開催が

できるとともに川面への視界も開けている。これ

に関して護岸の天端を約8feet下げて腰掛けられ

る段差を設ける。これに加えて、ウィラメット緑

道を北につなげるため鉄橋の下にポンツーンの

歩道橋を設けることを提案している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遊歩道からの河川の眺め 

ウォーターフロント広場を数feet水面に広げ

て鉄橋までの北側と南側のロス島までの視野を

広げる。窪み（bowl）は水辺に簡単に安全に近づ

ける様改良する。水辺の新しい舗装したステップ

からは毎年のドラゴンボートレースなどの川で

行われるイベントを眺めることができる。 

 

遊歩道を中心市街地の歩道やその他の地区緑道

と繋げる 

公園は中心市街地の活力と健康を維持する上

で欠かすことのできないものである。中心市街地

の計画では、ヤムヒルとモリソン通りを小売業の

中心にすえている。これらの通りとウォーターフ

ロントとのつながりは今まで以上に大切になっ

ている。これを強化するため東西方向の主要な通

りの見通しをよくしてウォーターフロント公園

まで見渡せるようにする。必要があれば並木を移
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設するなどしてウォーターフロントと中心市街

地の間の見通しと歩行者通路を強化する。公園を

鉄橋に連絡させることも非常に重要である。先の

工業時代の遺物が多く残っているこの課題を解

決するには長期的な対応が必要である。ウォータ

ーフロント公園内の遊歩道は、北マカダム地区か

ら南のほうと北の河川地区を結ぶ川沿いの通路

として維持するものとする。東半分の歩行とサイ

クリングのコースを形成するので、東堤防の遊歩

道との結合は必須である。 

 

4．回遊性とアクセス 

 

今回のマスタープランの中で改善すべき基本

的な要素は、アクセスと回遊性である。全体的な

目標は、各種通路特に遊歩道を活用した歩行者と

自転車による公園の利用しやすさを増進するこ

とである。通りを越えて公園に入りやすくするア

クセスの整備も重要視している。これらの改良は

ナイト公園道路の中の各種計画および西側に隣

接する用地の再開発と連動して進められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボール周辺の整備予想図 

 

中心市街地や東側の通りとつながっている公園

内の回遊路の整備と維持 

公園内の回遊路は次の3つの主たる要素からな

る。 

・ 幅員２０’から２５’の護岸沿いの遊歩道。こ

れは少なくとも２０’の幅員で通り抜けられる

ものとする。これは鉄橋から公園へのアクセ

スもかねる。既存の遊歩道は拡幅して使う。 

・ ホウソン橋から日米歴史広場に向けて曲がり

くねって公園を貫く歩道。この幅員は10’か

ら１５’とする。 

・ 歩道と側道：公園の全長に渡りナイト公園道

路に沿って設けられる側道は幅員6’から8’

とする。新しく設ける遊歩道と側道を東西方

向に結ぶ幅員10’－12’の通路は多目的に使

用する。 

この公園内は自転車が無障害の状態で高速通

過することは考えない。ナイト緑道の自転車レ

ーンがその機能を担うものとする。公園内は日

陰の通路をゆっくり通過しようとする自転車

の利用者に適している。 

 

将来の需要にも対応できるだけの容量の川に直

角と平行の太い歩道新設 

・ 橋梁から公園への歩行者および自転車のため

のアクセスの改善。可能なところにはランプ

や階段を設け、そのほかの鉛直方向の通路を

設けて橋梁と公園をつなぐ。 

・ 橋梁からのアクセスに存在する障害の撤去 

市や県のほかの部門と協力して各橋梁に関係す

る公園の回遊性改良計画を実施する。現在公園と

バーンサイドおよびモリソン橋の間のアクセス

を整備しようとしている。現在階段と障害者用の

アクセスを考えている。 

 

５．イベントおよび予定の管理 

 

設置以来公的イベントがウォーターフロント公

園の主要な機能であったし、今後もそのようにあ

り続けることになろうが、その中で公園全体を通

じ年間を通じて計画されたイベントとそうでない
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イベントのバランスを採ることが重要になる。 

非公式な利用者にとって厄介な問題は夏の期

間の割合である。この期間には公園のいろんなと

ころで主要行事の準備や後片付けのためフェン

スで仕切られてしまう。計画の目的の一つはこの

ような障害となる期間を出来るだけ短くし、また

範囲を狭くすることである。 

 

プログラムとイベント構成の長期的戦略を構築

し、本マスタープランの実現を監視し、公園全体

の運営を管理すること 

・ 公園の特殊性を考慮してポートランド公園担

当部門と共同で管理計画を策定し、イベント

ガイドラインを策定してマスタープランの考

え方を実行する恒久的な組織を作る。 

・ 他の役所と協力して増加してくるイベントの

受け皿の開拓も行う。 

 

予定に組み込まれたイベントとそれ以外のイベ

ントのバランスをとるため公園内のイベントの

日程と場所を管理する 

・ ウォーターフロント広場を公園内の公的集会

や御祭りなどのイベント開催の基本的な場所

とする。 

・ １,2日間の小規模なイベントを年間を通じて

多く開催することを進める。 

・ 10 月から 4月のオフシーズンに公園を賑わす

イベントの開催を奨励する。 

・ ウォーターフロント公園の活用について市の

公園およびリクレーション部門の役割を拡大

する。 

 

規模が大きく長期にわたるイベントは、公園の代

表的な場所で開催するようにするとともにでき

るだけ占用面積は小さく公共のアクセスの機会

は多くなるように考える 

管理委員会は次の分類に属するイベントは歓

迎する。（下の図はイベント開催の様子を示す航

空写真） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 幅広い参加者を集めることができ、質がよく

て特色のあるイベント。ポートランドと太平

洋北西部の知名度を高めるようなイベント。

太平洋北西部の産品、活動、芸術、資源を紹

介するもの。 

・ ウィラメット川やウォーターフロントを十分

に活用したイベント 

・ 太平洋北西部の歴史や多様性及び世界との関

係などを紹介するイベント 

ナイト公園道路、遊歩道その他の境界からのイベ

ントの外観 

・ 料金を徴収するものや安全性の上からフェン

スを必要とするものもある。このとき公共ア

クセスと美的な面から注意を要する。イベン

ト開催者と公園管理委員会の間で十分に調整

して問題のないようにする必要がある。フェ

ンスを設置する期間はできるだけ短くする。 

・ ナイト公園道路沿いには良いデザインの規格

型フェンスを使用することを進める。それによ

って整合性のとれた外観とすることができる。 
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指定された通路の公共アクセスは確保する 

 ・ 護岸沿いの遊歩道は公共アクセスとしてイベ

ント開催期間中も確保する。できるだけナイ

ト公園道路の側道も通行が可能にしておく。 

 

 

 ・ 中心市街地からの東西方向の歩道は、イベン

ト期間中はあけておく。個別のアクセスはイ

ベントの許可申請の時に指定する。東西方向

の通路と南北方向の通路はバランスよく確保

しておく。 

 

 

 

 

  

食べ物の屋台事例 小規模なイベントは公園に変化を与え命を吹き

込むので奨励する 
http://www.portlandonline.com/parks/index.c

fm?a=145079&c=49496 
・ 戦略的な場所に食べ物その他の屋台の導入を

進め、それをきちんと管理する。 
 

・ 食べ物その他の屋台を管理するための政策や

許可基準を制定する。 

・ 四季を通じて公園の高度利用を促すため、来

訪者に対するスケートやバイクなどの適切な

レンタルシステムを作る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portlandonline.com/parks/index.cfm?a=145079&c=49496
http://www.portlandonline.com/parks/index.cfm?a=145079&c=49496


 

 

 

 

イギリスとアイルランドの港湾と港町 

 

ＷＡＶＥ海外調査

ここに報告する調査は、港湾空間高度化環境研

究センター（WAVE）が中心となって実施したもの

である。団長はWAVEの中村会長が勤め、当協会の

川崎会長が副団長として参加した。この報告は

WAVE が 取 り ま と め て WAVE の 機 関 誌 vol.78 

2009.WINTERに掲載したものを許しを得てここに

転載するものである。 

わが国と共通点も多い島国のイギリス及びア

イルランドの港湾と港町の調査のために、本年８

月末から９月初めにかけて実施した。イギリスを

南から北に縦断する中で、単に点としての港では

なく、線あるいは面的な視点も加えて、いろいろ

な側面から見聞きすることができた。以下に、物

流、環境、文化などの調査の概要を報告する。 

 

ロンドン都市圏の重要港湾 

ロンドン都市圏は、人口が1300万人、GDPが4520

億ドル（2005年）で、それぞれイギリス全体の22%

及び25%を占め、周辺域を含めると物資が大変集

中する地域である。物流を支えている港湾として

は、サザンプトン、フェリクストゥ、ドーバー、

ロンドンが挙げられ、コンテナなどの輸送方法の

変化とともに各港湾の役割や重要性も変化して

いる。今回の調査では、ドーバー港（ドーバー港

湾局）、サザンプトン港（Associated British 

Ports社、以下ABP）、ロンドン港（ロンドン港湾

庁、PLAとサロックテムズゲートウェイ開発公社、

以下TTGDC）を公式訪問し、各港湾の現況、問題

点などの調査を行った。 

 

□ドーバー 

ドーバー海峡は、フランスのカレーとの距離が

34kmの英仏海峡の中で大陸と一番接している海

域である。潮位差は８ｍにもなる時期があり、速

い潮流のため泳いで渡るには“く”の字に泳がな

ければならず、その距離は約５、６０kmにもなる

と言われている。歴史的に英仏海峡は、大陸から

の進入を防ぐ自然の要塞とも言える重要な防衛

線であり、歴戦の舞台ともなっている。 

1994年に英仏海峡トンネルが開通して鉄道で

ハドリアヌス帝長城 

ドーバー港

ロンドン港

フェリクストゥ港

サザンプトン港

Ｍ２５ 

パリ 

湖水地方、ポッターの家 

ダブリン港 

フォース鉄道橋、ファルカークフォイール

セブンシスターズ 

RHD鉄道

グラスゴー港 

コンテナトレーラーが頻繁に出入りする 
調査を行った主な地点 

ドーバー港東部ドックエリア 
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海峡を渡ることができるようになったが、今でも

フェリーの運航が多く、ドーバー港はイギリスで

第１位のフェリー乗降客数を誇る港となってい

る。船舶・鉄道・車といった交通手段が併存する

ドーバー港の変化と現況について調査を行った。 

昔のようにフェリーで海峡を渡った我々が

初に案内された場所は、港全体を眺めることがで

きる高台であった。ここで、ドーバー港の東部ド

ックエリアにおいてRO-RO船のバース・陸側の施

設から港湾外周道路に渡る広大な設備とその導

線を実際に目で見る事ができた。１日約140隻も

の船舶が出入りしそのうちRO-RO船が圧倒的に多

い事、港内の水深維持のために毎日浚渫を行って

いる事、フェリーの将来需要予測から西部ドック

エリアの再開発計画などを聞く事ができた。トン

ネル開通でフェリーの乗用車・旅客はやや減少し

たが、大陸と近い立地条件を生かしてコンテナの

トレーラーが代わりに増加して活況を呈してい

る。 

ドーバー港の背後一帯にそそり立つ”ドーバー

の白い崖”（White cliffs of Dover）は、シェイ

クスピアの「リア王」に登場し、それから名付け

られたシェイクスピア海岸に立つ事ができた。ち

なみに白い崖の正体は、チョーク層(石灰質超微

化石が集積した白色で細粒な石灰岩）である。 

 

□サザンプトン 

サザンプトンはクイーンエリザベス号の基地

であり、タイタニック号が出航した港として有名

で、コンテナ取扱量がイギリス第２位の貿易港で

もある。港を視察するとともに、管理会社である

ABPとミーティングを行った。 

イギリスの港湾は古くは民間の桟橋施設とし

て出発、その後地方自治体が管理したり一部国有

化されたりした後、港湾労働規制による問題の深

刻化等により、主要港は民間管理・運営されるこ

ととなった。ABPはサッチャー政権下で1983年に

民営化され、現在ではイギリス国内で21の港湾を

管理・運営しており、サザンプトン港もその一つ

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
自動車積載専用の貨車 

 

サザンプトン港は東ドックと西ドックに分か

れ、東ドックにはROROターミナルなどが、西ドッ

クにはコンテナターミナルやクルーズターミナ

ルなどが集中する。コンテナターミナルは、現在

DP World(51%) とA B P (49%)の2社が出資する会

社によって運営されている。コンテナ取扱量は

190万TEU（2007年実績）になる。サザンプトン港

は、海側への拡張が許可されておらず、今は既存

の敷地内で効率的に運営することを余儀なくさ

れている。このため、年々増加する貨物量に対応

し、多段の自動車ターミナルなどの施設整備やコ

ンテナ搬入出予約システムなどのソフト的なシコンテナターミナル 
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ステムの導入を行っている。また内陸部への輸送

では鉄道利用が活発に行われ、取扱貨物の25％が

鉄道を利用しており、将来的には60%を目標とし

ている。クルーズ船の寄港も活発で、クルーズ旅

客数はイギリス国内トップを誇る。 

サザンプトン港の民営化の評価について質問

したが、資金的なことだとの回答があった。 

 

□ロンドン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロンドン港は、一六世紀中頃ロンドンブリッジ

周辺に三十の波止場を作ったことにことに始ま

る。その後ロンドンが商工業の中心として栄え、

人口増加に伴い食料の供給が大きな問題となっ

たため、狭小となった港は大型船舶への対応から、

河口へ向けドック形式を取り入れながら、埠頭の

数を増やしていった。しかし、第二次世界大戦後

の物流革命によって再度衰退し、ドックは閉鎖さ

れた。そして、１９７１年にドックランズ再開発

計画が樹立され、現在までに民間投資を呼び込み

大きな成果をあげてきている。 

現在、ロンドン港の開発は、テムズ川の更に下

流域においてテムズゲートウェイ開発計画とい

う大規模な開発が進められている。その中心は、

シェルが所有していた製油所の跡地を利用した

大規模コンテナターミナル（水深－１６ｍ、３バ

ース）と背後に設けられるロジスティクスパーク

である。本事業は、Ｄ・Ｐ・Ｗｏｒｌｄ社とシェ

ルとの共同で進められている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

トラック輸送ライン 

鉄道輸送ライン 

 

 

ロンドン・テムズ・ゲートウェイ 

計画鳥瞰図 

海上輸送と陸上輸送（道路・鉄道）をつなげる

ロジスティクスパーク事業は２０１１年の供用

開始を目途に２００３年から施工されているが、

全て完成すると年間荷役取扱量が３５０万ＴＥ

Ｕと国内１位・２位を競う大規模な貿易港になる

と予想されている。また、環境面においては周辺

地区に三カ所のＥＵ環境保護指定地区（鳥類保全

地域）があることから、テムズ川を隔てた対岸と

上流側の既存の湿地を拡大する計画になってお

り、その規模は、開発用地と同規模の大きさで６

００ヘクタールに及ぶ。ロンドン中心地に も近

い立地を生かして、環境にも配慮した新しいロン

ドン港の誕生が期待できるような印象をもった 

ドックランズ中心部のキャナリーワーフ 

（かつてのロンドン港中心部） 

 

交通手段の盛衰 

イギリスは産業革命後、世界のトップランナー

として君臨し、産業を支える交通も世界で初めて

のものが多い。植民地や他国との交易で莫大な富

をもたらしたが、そこでは船舶による輸送があり、

その背後には確かな航海術が存在していた。港と

内陸部の工場や消費地とを結ぶ手段は、馬車から

運河による船舶輸送、鉄道、トラック輸送と変化

してきた。 

 -WATERFROMT DEVELOPMENT- 55



 

□グリニッジの博物館 

旧王立天文台は、テムズ川河畔の小高い丘の上

にある。構内には東経・西経の起点になる基準の

子午線（経度ゼロの線）が引かれている。ここで

は、東半球と西半球とをまたにかけて立つことが

できる。 

この天文台は、そもそも外洋における安全な船

舶航行のために１６７５年にチャールズ２世の

命により設立された。当時、船は自分の位置を正

確にはわからず、外洋の航海は危険なものであっ

た。天文台では、星の動きの精緻な観察記録をと

り、航海に役立つ天空の運動図表を作ることに精

力を集中した。一方、外洋航海中に正確な時を刻

める時計の開発も進んだ。洋上での船の位置を算

定するための実用的手法としては、天体観測によ

る方法と時計による方法とが厳しく競ったが、結

局、英国製時計の開発が勝利した。 

この旧天文台では天体観測と時計開発の歴史

が展示され、パイオニアの苦労と計時の重要性が

説かれている。航海の安全と世界的な交易の促進、

ひいては大英帝国の繁栄が、科学技術に支えられ

ていたことが実感できる。 

また、丘を下ったところには海事博物館がある。

海事に関するコレクションでは世界一で、ネルソ

ン提督が着ていた「トラファルガー・コート」を

始め木造帆走軍艦時代の収蔵品が一杯だった。 

 

□リージェンツ運河クルーズ 

イギリス 初の運河は、マンチェスターとその

近郊にあるウースリー炭鉱とを結ぶブリッジ・ウ

ォーター運河（1761年完成、約48km）といわれて

いる。この運河は、石炭輸送における大幅なコス

トダウンを実現し、1790年代後半に訪れる「カナ

ルマニア」と呼ばれる熱狂的な運河の建設ラッシ

ュの引き金となる。運河による大量輸送は、初期

の産業革命を支える原動力となった。 

盛期には6,400kmに及んだ運河も、19世紀に

入ると鉄道や道路の発達により衰退し、役割を終

えた運河は放置されたり、埋め立てられたりする。

その後、第二次世界大戦後の1960年代に入ると、

観光用として再び脚光を浴び、1962年には、内陸

水路の大部分を管理するBritish Waterways（英

国水路管理局、以下BW）が設立され、運河の修理

が始まる。 

現在、BWは3,540kmの運河と河川ネットワーク

を管理しており、32,000隻のボートと毎年訪れる

1,100万人の人々のために、内陸水路を安全で近

づきやすいように維持している。BWは日本で言う

「公団」のような存在であり、水路の管理に必要

とする運営費用は、国の補助と自らの事業（再開

発、水販売、公益事業、パブ及びマリーナなどの

ビジネス）及び寄付などによって得ている。 

修復された運河は、主としてレジャー、アメニ構内の標準子午線をまたぐ丹羽先生 
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ティ施設として利用されるとともに、バーミンガ

ムやリーズなどでは、運河を利用しながら廃墟と

化した工場街にショッピング・センターや住居を

誘致し、市民の憩いの場として活性化させるプロ

ジェクトが行われており、都市の再開発計画の拠

点にもなっている。 

ナローボート（幅２ｍ強の細長い船）の乗り心

地を体験するため、観光で運行されているロンド

ン市内のリージェンツ運河をカムデンロックか

らリトルベニスまで約１時間の船旅を体験した。

もとは馬に曳かれて走行しており、今でもその速

度を保持して歩く速度と変わらない。この速度は、

郊外の田園地帯には似合うだろうが、大都市の観

光客には些か時間の消費が気になる。都会に残る

潤いの水辺で、昔馬が曳いた側道は格好の散歩道

になっていて羨ましく、水の道は、都市のヒート

アイランドに一握りの冷水をもたらしているだ

ろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運河の物流としての役割はなくなったが、新し

い投資も行っている。エジンバラ郊外のファルカ

ークでは、重力を利用したボートのエレベータが

ある。約25mの高低差を回転する箱の中に船を入

れ上下させて、十数の閘門に代替させている。

1750万ポンドという巨費を運河の施設に投じる

ことで大きな観光スポットとしているようであ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ファルカーク・ホイールが回転している途中 

 

□キングス・クロスからリーズまで 

イギリスの鉄道はもともと小規模の民間地方

鉄道の集まりとしてでき、買収、合併によって集

約されたが、1948年国有化されイギリス国鉄とな

った。道路輸送の拡大は鉄道の赤字化を招き、効

率的な運営のために1994年上下分離方式での分

割民営化が実施された。路線、駅施設などのイン

フラを保有・維持・管理する会社と列車を運行す

る会社に分けられた。国鉄を継承した旅客列車の

列車運用会社（24社）は、統一ブランドである「ナ

ショナル・レール」として列車の運行、切符の共

通化などを行なっている。 

鉄道が誕生した頃、ロンドン中央部は建物がび

っしり並んでいて、線路を割り込ませることはで

きず、周辺部に終着駅を作るしかなかった。今回

利用したキングス・クロス、ウォータールーの他

にユーストン、セント・パングラスなど現在12の

終着駅がある。各鉄道会社は、ターミナル駅にホ

テルを併設し、競い合って豪華な建物を建設した。 

リージェンツ運河沿いに停泊するナローボート 

ロンドンの地下鉄は世界で初めて1863年に運

用開始され、ターミナル駅を結ぶように張り巡ら

された。愛称チューブは、シールド工法で作られ
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た地表下20mほどの路線でチューブに似たトンネ

ルの形状からそう呼ばれる。直径3.56mしかない

ため、丸みのある車両は、とても狭く大江戸線よ

りも更に小さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小さいと言えば、ドーバーからバスで1時間弱

の海岸の牧草地に世界 小（15インチ：381mm）

公共鉄道のロムニー・ハイズ&ディムチャーチ（Ｒ

ＨＤ）鉄道があり、全長21.7kmを1時間5分で運行

している。 

ナショナルレールのNationalExpressでキング

ス・クロスからリーズまで2時間半の鉄道の旅も

体験した。イングランド中部までは平坦な地形が

続き車窓は牧場と小麦畑で退屈する。キングス・

クロスの喧騒から静寂な車内に移り、緊張がほぐ

れ睡魔が襲う。運行の時間がルーズという評判だ

ったが、予定時刻通りリーズに到着した。 

鉄道の歴史的な施設で鋼構造物ではエッフェ

ル塔と比較されるフォース鉄道橋がある。スコッ

トランドのフォース湾に架かる全長1.6km、高さ

47m、1890年竣工の片持ち梁の巨大な橋で、デザ

イン的に美麗で堅牢な作りである。恐竜の名で親

しまれ、咆哮するように列車が轟音をとどろかせ

て渡っていた。 

 

□Ｍ２５ 

イギリスの道路では、交差点にラウンドアバウ

ト（ロータリー）が用いられている。都心を除い

て信号はほとんどない。中村団長曰く、「イギリ

ス人は世界で一番運転マナーが良い」と改めて感

想を述べられたが、そのマナーに支えられたシス

テムでもある。また、比較的交通量が少ない場合

に有効であると教えてもらったが、ロンドンの中

心部でも勿論運用されている。 

地下鉄・チューブの車両 

ドーバーからサザンプトンまでは南海岸沿い

にA20－A259－A27－M27という道路を経由する。

道路名のアルファベットはＭが高速道路、Ａが都

市間の重要道路、Ｂが地方道路で、数字は1～4桁

まであり、一桁が一番大きな道路を示す。ロンド

ンを放射状にＡ１からＡ６まで広がってドーバ

ーへはＡ２が通っている。その道路の派生として

A20やA259がある。Ｍの高速道路は片側３，４車

線の高規格でしかも無料である。 

イギリスの道路事情は、アメリカとドイツと並

んで世界の先進国で、全国に高速道路網が整備さ

れている。コンテナを運ぶトレーラーが頻繁に往

来する。ロンドンの環状線はＭ２５であり、中心

部から半径21～35kmの総延長193kmの世界一長いセント・パングラス駅（キングス・クロス駅の隣り）
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環状高速道路である。無料であるはずの高速道路

だが、ロンドン下流側のテムズ川を渡る区間はＭ

２５でなく、有料道路のA282となっている。北行

きはダートフォード道路トンネル、南行きはクイ

ーン・エリザベス二世橋となって、我々はトンネ

ルで北に向かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市・環境の再生 

イギリスは、施設（ハード）だけでなく、制度

（ソフト）でも世界に先駆けた仕組みを取り入れ

ている。ナショナル・トラストに代表される環境

再生の方策は、著名である。また、伝統を重んじ

る精神は、随所に見受けられ、地域の歴史的な資

産を活かし、都市の再生が行われている。 

 

□グラスゴー再開発（クライド川の高速周航） 

グラスゴーは、クライド川による水運に恵まれ

たスコットランド 大の都市である。古くから貿

易や造船業などの重機械工業を中心として栄え

てきたが、現在では豊かな文化や建築物を伴う洗

練された産業都市である。 

１９世紀後半に鉄、石炭、鉄道、エンジン技術、

造船など重工業が興隆し、第１次世界大戦直前に

繁栄のピークを迎えた。しかし、１９６０年代に

経済は完全に立ちゆかなくなり、衰退の一途を辿

った。しかし、近年に至ってクライド川一帯で大

規模な再開発事業を進め都市の再生を図ってお

り、金融・観光都市として成功例と言われている。 

その再開発の中心的な役割を担っているスコ

ットランド開発公社（Scottish Enterprese）を

公式訪問した。 

開発計画の説明を受けた後、高速ゴムボートに

乗ってクライド川を周航しながら、再開発の現場

を見て回ることができた。時速70km/hの船上から、

科学教育を目的としたサイエンス・センター、室

内スキー場・映画館・レストランなどが集まる複

合施設、クライド川両岸を新たに繋ぎ交通リンク

を格段に向上させたクライドアーチなど様々な

施設を案内された。さらに近年オープンが予定さ

れている国立アリーナやヨーロッパ 大級の総

代表的な伝統料理の 

フィッシュ・アンド・チップス 

アルマジロ（クライド・オーディトリアム）を 

バックにした高速ボート 

フィニーストンクレーン、上に上がることもできる 
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合病院、鉄道、専用バスなどの整備についても説

明を受けた。また新たな開発だけでなく住民の意

見を取り入れ、グラスゴーのシンボルとして、産

業遺産である大型クレーン「フィニーストンクレ

ーン」の保存など、既存施設の観光資源化にも取

り組んでいる。グラスゴーはロンドン、エジンバ

ラに次ぎ３番目に観光客が多く、人が集まる仕掛

けによって、都市の再生を図っているようである。 

 

□セブンシスターズ、ハドリアヌス帝長城、ポッ

ターの家 

イギリスは世界で 初に近代化を経験し、重工

業や鉄道の敷設を基軸に経済成長と遂げたが、急

速な都市化の進行と都市部の穀物需要の伸びに

対応するための農業革命により多くの自然が失

われつつあった。このような背景のもと、自然と

歴史的な文化財産を残す運動の組織として１８

９５年にナショナル・トラストが設立された。こ

の組織は美しい海岸線、田園風景、太古の遺跡、

歴史ある館・庭園、著名人ゆかりの家屋等を寄付

を募って買い取ったり、寄贈を受け、保存・管理・

公開する活動を行っている。時代とともに規模や

保有資産を拡大し、現在では、4万3千人のボラン

ティアと350万人会員によって維持されている。 

設立後１００年以上経過しているにもかかわ

らず、自然・遺産等の保護運動として現在でもな

お有効に機能しているナショナル・トラストの実

情を見るために、今回はセブンシスターズ(自然

景観)、ハドリアヌス帝長城（遺跡）、ヒルトップ

（著名人ゆかりの家屋）の施設を訪れた。 

イギリスの南岸にはグレートブリテン島の古

名（アルビオン：Albion）の由来となった白いチ

ョーク層の断崖が続いているが、この代表的な景

勝地のひとつがセブンシスターズ、ハドリアヌス

帝長城は、ローマ皇帝のハドリアヌス帝が命じて

紀元１２２年から約10年を費やして北辺を固め

るために築かれた約１１７kmの長さを持つ城壁

ポッターの住居で本を書く仕事場にも使っていた 

ハドリアヌス帝長城の最も保存状態の良い セブンシスターズ：沖から見るとその崖が 

ハウステッズ 7 人の女性が並んでいるように見える 
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であり、ヒルトップは「ピータラビット」の作者

として名高いビアトリクス・ポターがナショナ

ル・トラストに遺贈した財産のひとつである。こ

れらはナショナル・トラストが保有・管理し、一

般に公開され、資産そのものや付帯する施設の入

場料によって独立して運営されている。現在のイ

ギリスでは、ナショナル・トラストに対する法律

の他、チャリティー法と呼ばれるナショナル・ト

ラスト法をお手本とした、NPOチャリティー団体

を対象とした法律が整備され、税金の優遇等のイ

ンセンティブによって、保護活動の推進・拡大を

進めている。 

 

アイルランドの経済と文化 

アイルランドは、歴史的及び立地的にイギリス

との結びつきが深いものの、民族、宗教など大き

な違いもある。かつては、ＥＵのお荷物とまで言

われていたが、１９９０年半ばからの経済発展は

目覚しく、ケルティック・タイガーと呼ばれ、今

ではＥＵの平均以上の水準に引き上げられてい

る。 

 

□ダブリン港 

ダブリン港を管理しているDUBLIN  PORT 

COMPANYを公式訪問した。ダブリン港における取

り扱い量は、現在でも年５％以上の増加を示し、

川沿いに発展してきた港湾も限界に達しつつあ

るようである。２００７年においてコンテナ扱い

量は７４万ＴＥＵ、ROROが１７００万トンである。

アイルランド全体からダブリン港の割合は概ね7

割になる。 

ドーバーと同様に日本と比べてROROが格段に

多い特徴がある。これは、前日の夜にイギリスを

発ち早朝にダブリンに着くことで１日のうちに

荷物が届き、加えて運転手もフェリーで休息が取

れるとの説明があった。 

ダブリン港でもモーダルシフトの働きかけが

あり、鉄道利用を求められているが、現状では進

展していないようだ。ただし、昔利用していた引

込み線は、撤去されずに残っており、その気にな

れば転換も可能なようである。撤去すると二度と

実現できないだろうが、古いものを残す精神は生

かされそうである。 

港は河口に立地して砂と潮汐に抵抗する形で

２つの突堤が2km以上沖合いに延びている。雄牛

と表現され南北に２つの角のように配置されて

いる。この突堤も南は293年、北は166年の歴史が

ある。 

ダブリンのランドマークのオコンネル像 パブの立ち並ぶテンプル・バー 
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今回の調査の終わりに、パブでアイリッシュダ

ンスを見る機会があった。調査の緊張感を開放す

るように、踊りの輪に導かれた人もいたようであ

る。 

□音楽とダンス 

アイルランドは北海道と同じくらいの面積の

小さな国である。それに反して、文化的には大国

で文学、音楽などの分野で世界的な人物を多く輩

出している。イギリスに支配された歴史の中で、

厳しい気候風土、過酷な環境で生活を強いられ、

その反骨精神から芸術・文化が開花したと考えら

れる。 

その象徴とも言えるアイリッシュダンスは、ア

イルランド民謡を奏でながら激しく踊る。イギリ

スへの抵抗をぶつけるように、監視されていても

窓外からは見えない下半身は弛まず動かし、上半

身は静止して平常のままであったという。そして、

その潤滑油にはアイリッシュ・ウィスキーが欠か

せない。 

  アイリッシュパブ内での様子 
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