
120 －WATERFRONT  DEVELOPMENT－

海外情報

連日35℃を超えるような猛暑の東京を発って約

12時間。フランクフルトを経由し、サンクトぺテ

ルブルグに着いたのが間もなく0：00になる頃で、

下界の空気の冷たさが心地よかった。今回の視察

はこの地からスタートし、ヘルシンキ・ストック

ホルム・ヨーテボリ・コペンハーゲン・ハンブル

ク・ブレーメンと回った。これらの都市はバルト

海から北海にかけての海上交易で繁栄した街であ

り、歴史ある港湾都市とそのウォーターフロント、

文化の香り、豊かな街並みを巡ってきた。以下日

程を追って報告する。

1. 文化都市サンクトペテルブルク

サンクトペテルブルク市は、人口460万を有す

るロシア第2の都市である。1703年にピヨートル

大帝によって建設され、1917年のロシア革命まで

ロシアの首都であった。

物流面でモスクワより優位な位置にあり、近年、

市によりコンテナターミナルの取扱能力の増強、交

通渋滞解消のため高速道路の整備を図るなど、港

の利用拡大を進めている。

同市を世界的に有名にしているのはロマノフ王

朝の宮殿装飾と世界屈指の西洋美術コレクション

北ヨーロッパの港湾都市を巡って

社団法人ウォーターフロント開発協会 会長 川 裕康
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－WATERFRONT  DEVELOPMENT－ 121

を有するエルミタージュ美術館であり、数多くの

歴史的建造物と全長約300kmに及ぶ40の運河が巡

る街並みと合わせ、ロシア最大の文化都市といわ

れている。

サンクトペテルブルクでは、国内消費市場の急

速な伸びと自動車メーカーなどの外国企業の進出

ラッシュにより物流が急増し、港湾や高速道路な

どのインフラ整備が急がれている。

地下鉄構内

ロシアで初めての有料高速道路

サンクトペテルブルグ港

ネバア川から見た冬宮

ネバア川とエルミタージュ美術館全景

港内の火力発電所
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122 －WATERFRONT  DEVELOPMENT－

コンテナターミナルの取扱能力は、現在約190

万TEUであるが、2012年までに440万TEUに拡

張する計画が進行中である。

自動車専用道路はサンクトペテルブルク環状道

路がほぼ完成してあり、外国企業の工場はほとん

どがこの環状線に沿って配置されている。

エルミタージュ美術館は、エカテリーナ2世の宮

廷博物館として1765年に建設された。当美術館は

冬宮（ロマノフ王朝の宮殿）を中心に5つの建物が

廊下で結ばれ形成されている。本館となっている

のが冬宮で1,050の部屋を持ち、収蔵美術品の数

は約300万点といわれ、展示室を全部歩くと20km

に及ぶという。

メイン通りであるネフスキー大通りの周辺には多

くの歴史的施設がある。エルミタージュ美術館と旧

参謀本部に囲まれた中心にアレクサンドルの円柱が

建つ「宮殿広場」は、モスクワの「赤の広場」とと

もに、ロシアの歴史を象徴する広場である。

「イサク聖堂」は、帝政ロシアのシンボルとして

マリインスキー劇場（ロシア屈指のバレエ・オペラ劇場）

宮殿広場と旧参謀本部

正面階段（ヨルダン階段）

旧海軍省

イサク聖堂
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－WATERFRONT  DEVELOPMENT－ 123

1858年建設された世界で最も大きな教会建築の1

つであり、高さ101.5m、幅97.6m、奥行111.3m、

収容人数14,000人を誇る。

純ロシア風建築の教会である「血の上の救世主

教会」は1881年にアレクサンドル2世が暗殺され

た場所の上に、息子アレクサンドル3世が建立した

カラヴァッジオ リュートを弾く人 1595年頃

新エルミタージュ ラファエロの開廊

ピョートル大帝の間

レンブラント 女神フローラに変装した妻サスキアの

肖像 1634年

レオナルド・ダ・ヴィンチ 花を持つマドンナ 1478年

ミケランジェロ うずくまる少年 1530年代
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124 －WATERFRONT  DEVELOPMENT－

6：40発の国際列車アレグロ151号に乗車し、一

路最高時速230kmでヘルシンキへ向った。

もので起工から25年かけた壮大な建造物である。

早朝5：00にホテルを出発し、フィンランド駅

モイカ運河

冬宮と宮殿広場

ゴーギャン 果物を持つ女 1893年

6：40発 ヘルシンキ行

早朝のフィンランド駅

運河からみた「血の上の救世主教会」
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－WATERFRONT  DEVELOPMENT－ 125

2. 効率的で親しみやすい都市ヘルシンキ

まだ暗いロシア・フィンランド駅を発ち、白樺

の森を分けるように走ること416km。途中ロシア

とフィンランドの国境付近でパスポートの検査も

あり、9：16にヘルシンキ駅に着いた。

フィンランドの首都ヘルシンキは国の南端に位

置し、バルト海に面した北欧有数の港湾都市であ

る。港は機能別に分かれており、市の中心部に位

置する南港と西港が旅客輸送の中心になっている。

コンテナターミナルは市の東部に建設されており、

2008年の実績はフィンランド第2位の約42万TEU

であった。

この街はとてもコンパクトに創られており、市

内中心部のほぼ全域をカバーするトラム（LRT）と

バスが最も大切な移動手段となっている。フィン

ランドの都市でトラム（LRT）が走っているのは

ヘルシンキだけであり、一時は廃止の危機もあっ

たが環境保全の面から残され、最近一路線が新設

された。

ロシア、フィンランド国境付近でパスポート検査

国際列車「アレグロ」でヘルシンキへ

ヘルシンキ市内のトラム（LRT）

港のマーケット広場

ヘルシンキ駅
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126 －WATERFRONT  DEVELOPMENT－

1950年代から60年代にかけて建設されたタピ

オラ地区の「タピオラ・ガーデンシティ」は理想

的な都市環境を維持するために新しい居住エリア

を整備する、という考えをもとにまちづくりが行

われた。人口密度が低く、社会サービスの行き届

いた人間中心の効率的な地域社会を生み出すこと

を建設の目的とした。多くの国際的関心をひいた

プロジェクトであった。現在はプライベート保護

から居住地区への部外者の立ち入りを禁止してい

る。人気の住宅地であり樹木より高い建物は許可

されない。バスの乗り入れも禁止など環境保全に

努めている。

レンガ造りの建物が並ぶヘルシンキ工科大学は、

フィンランドの建築やデザインの礎を築き、世界

に広めた建築家アルヴァ・アアルトの設計による

ものが多い。

ヘルシンキのランドマーク的存在であるヘルシ

ンキ大聖堂は、1852年に完成したルーテル派の教

会であり、すぐ下は石畳みの元老院広場になって

タピオラ地区ガーデンシティ

タピオラ地区コミュニティーセンター

トラム（LRT）とバス

ヘルシンキ大聖堂とアレクサンドリア2世像

ヘルシンキ工科大学
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－WATERFRONT  DEVELOPMENT－ 127

おり、中央にロシア皇帝アレクサンドリア2世の立

像がある。

テンペリアウキオ教会は、外壁が切断された岩に

よって作られ、内部の壁は岩盤がそのままの状態に

なってあり、別名「ロック・チャーチ」と呼ばれて

いる。天井と岩の間に180の窓ガラスがはめ込まれ

ており、自然光が入り込み、教会内は明るい。

湖畔の緑豊かな公園「シベリウス公園」は、フ

ィンランド生まれの作曲家ジャン・シベリウスを

記念して1967年に作られたものであり、ステンレ

スパイプのモニュメント、シベリウスの肖像オブ

ジェがある。

3. ヘルシンキ港から海路ストックホルムへ

17：00 南港オリンピア・ターミナルからシリ

アライン、シリア・セレナーデ号に乗船し、スト

ックホルム、バッタハムン港着9：30のクルージ

ングに出た。

船内は多くの客で賑わい、それぞれがショッピ

シベリウスの肖像

シベリウス公園のモニュメント

テンペリアウキオ教会

デッキ7のプロムナード

南港オリンピアターミナル（シリアライン乗り場）
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128 －WATERFRONT  DEVELOPMENT－

ング、レストラン、エンターテイメントを楽しん

でいた。

船は波もない静かなバルト海を進む。最上階の

デック12から見える森の中には別荘らしき住居も

多く、どんよりとした空の色に白と赤の建物と芝

生の緑がはえる。

スウェーデンに近づくとむき出しの岩が続く、そ

の上に建物が建つ、岩盤の国らしい風景である。こ

船から見た風景②

船から見た風景①

バルト海の島々

岩盤の上に立つ建物

後方のクルーズ船

船から見た風景③
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－WATERFRONT  DEVELOPMENT－ 129

の航路には多くのクルーズが運航されており、セ

レナーデ号の後方に複数の大型船が朝日の中を進

んでいるのが見える。

ストックホルム市の中心まで約2kmのバッタハ

ムン港はフィンランド、エストニアへの航路を有

するバルト海における貨客輸送の拠点である。

4. 人と環境にやさしい街ストックホルム

北欧特有の薄暗いどんよりとした空の港からス

トックホルム市街地へ向かった。

ストックホルムは大小合わせて14の島からなる

森と湖の都であり、13世紀以来の市街を中核とし

て人間環境と自然環境を大切にする美しい街である。

13～19世紀の建物が狭い路地に並ぶ中世の街

「ガムラ・スタン」を歩いた。ガムラ・スタンの北

側に建つ王宮は60年近くかけて1954年に完成し

た。代々王室の居城として使われてきたが、現在

は郊外に移っている。王宮の南に1279年建造のス

トックホルム最古の教会がある。中世の様相を呈

バッタハムン港（ストックホルム）シリアターミナル

王宮中庭の衛兵 大聖堂

賑わう街

王宮の中庭
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130 －WATERFRONT  DEVELOPMENT－

している建物が並ぶガムラ・スタンは外国商人と

の通商で富を手に入れたストックホルム商人が競

って建てたものである。

細かな路地がつづく街並み、広場には多くの観

光客で賑わっていた。

ストックホルム港湾会社への公式訪問では、視

察船に乗りロイヤル・シーポート地区の再開発を

中心に説明を受けた。ロイヤル・シーポートは王

室領地を市が継承した地域で、国際旅客埠頭とと

もに石油・ガスタンクが立ち並ぶ基地がある。

今後20年間でスウェーデン最大の地域開発とな

るプロジェクトとして石油・ガス基地を全て郊外

細やかな路地と階段

広場の建物

ストックホルム港のフェリーターミナル

ストックホルム港と視察船

街角の遺跡！
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－WATERFRONT  DEVELOPMENT－ 131

に移転し、路地を再開発する事業が進んでいる。

再開発地域全体で年平均500戸の住宅が建設さ

れ、2025年には1万戸に達する予定である。計画

されている住宅都市は環境にやさしい採光・断熱・

換気・暖房などの効率よい住宅を目指している。ま

た、各戸には2台分の駐輪スペースをとる一方で、

駐車スペースを2戸に1台分しか用意しない環境に

配慮した計画を進めている。

森と芝生の家

マリーナ

王宮の建物

再開発地区②

再開発された住宅

再開発地区①
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132 －WATERFRONT  DEVELOPMENT－

視察船からの眺めは、ロイヤル・シーポートの

名がふさわしい深い森と別荘・マリーナなど素晴

らしい景観の連続であった。その中に一部着工し

ている再開発の新しい住居が周辺の環境にマッチ

した型で並んでいる。約2時間の視察を終え船は旧

市街の船着場に着いた。

当日の夕食は市庁舎の建物の一角にある「スタ

ッドヒュス・シャラレン（市庁舎の酒造庫）」と名

旧市街の街並み

市庁舎の中の一角にあるレストラン

スウェーデンは岩盤の国

旧市街ホテル

セルゲル広場 ストックホルム中央駅
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－WATERFRONT  DEVELOPMENT－ 133

付けられたレストランで2010年のノーベル賞の祝

賀会で出されたディナーをいただいた。

翌朝、1951年から始まった都心部の再開発事業

のシンボルであるセルゲル広場を視察した。高層ビ

ル・ショッピングモール・ガラス片のタワー・半地

下広場など周辺にはないユニークな広場である。

その後、「世界で最も長い美術館」という愛称を

持つ地下鉄に試乗した。市街地部の多くが岩盤層

ホームの壁の装飾②

ホームの壁の装飾①

地下鉄の長いエスカレーター

上下線を結ぶ通路

車両とトンネルの装飾

ホームの壁の装飾③
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134 －WATERFRONT  DEVELOPMENT－

のため、素掘のトンネルが多く、全断面が支柱・

隔壁なしの構造駅が多い。また、岸壁がむき出し

になった壁面には一般市民の芸術家によるさまざ

まの装飾が施されている。

次の訪問地ヨーテボリに向かう列車に乗るため

1872年開業のストックホルム中央駅に着いた。

5. スウェーデン第2の都市・港湾都市ヨーテボリ

ストックホルム中央駅から最高時速200kmで走

る特急列車「X2000」に乗り、約3時間で大西洋

に開かれた港湾都市ヨーテボリに着いた。

ヨーテボリは自然の地の利を活かしスカンジナ

ビア最大の港湾施設を有し、古くから貿易と海運

の拠点となっていた。1621年に町が誕生したが、

町の設計はオランダ人が担当し、アムステルダム

をモチーフして造られ、中心部の運河はまさにオ

ランダそのものであった。

ヨーテボリ港のコンテナターミナルには－14.2m

ヨーテボリ港の遠景

特急列車X2000

丘から見たヨーテボリ港

急流を利用した水力発電所（産業遺産）1985年で廃止

港内の浮ドッグ
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－WATERFRONT  DEVELOPMENT－ 135

の岸壁が10バース整備されており、スカンジナビ

ア最大のコンテナ取扱港であり、毎日27便のシャ

トル鉄道が運行されている。また、多くのクルー

ズ船・フェリーが運航されている。2000年には世

界で初めて貨物船のための高圧陸電設備がRoRoタ

ーミナルに整備された。

翌日は、まだうす暗い小雨の中をパダン運河ク

ルーズ乗り場へ向かった。風が強く傘も使えず、河

童姿はヨーテボリのスタンダードだそうだ。この

街を造ったグスタフ・アドルフ2世像近くの発着場

に着くころには雨も上がった。17世紀にさかのぼ

る古い堀や運河を通りながら、チーズ・スライサ

ーと呼ばれる橋など、いくつかの低い橋の下を通

る。運河を出て港の中では、現在では浮ドックだ

けの古い造船所、新旧の建物、オペラハウス、マ

リーナなどのそばを通る。肌寒い中のクルーズは

約1時間で発着所に戻る。

ヨータ・トンネルプロジェクトはヨーテボリ中

心街とウォーターフロントを分断していた4車線の

ヨーテボリ海洋センター

パダン運河クルーズ

グスタフ・アドルフ2世の像

古い造船所

チーズ・スライサー
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136 －WATERFRONT  DEVELOPMENT－

幹線道路を地下化することで公共空間を市民に開

放するもので、2006年に完成した。創出した公共

空間には公園・歩道・自転車道路が整備され、店

舗・カフェが立地している。

このトンネル化により、中心市街地に流入する自

動車を大幅に削減する目的もあった。自転車ととも

に路面電車の路線も極めて密に運行されている。

マリーナ

オペラハウス

帆船と新しいビル

市内を走るLRT

新しい街

運河沿いの公園と旧市街地
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6. 古い街並みと近代建築が調和したコペンハー

ゲン

一路、特急列車でコペンハーゲンへ向かう。

353km、所要時間3時間45分の旅である。途中、

スウェーデンとデンマーク間のオーレスン海峡を

結ぶ鉄道・道路併用橋と併用トンネルであるオー

レスン・リンクを通る。海峡の真ん中に人工島が

あり、ここを通る。トンネル部分が4050m、島上

ルートが4055m、橋が7845mのヨーロッパ最長の

橋とトンネルである。当日は天候も悪く、列車か

らの撮影は出来なかった。なお、瀬戸大橋はオー

レスン橋と姉妹橋になっている。

午後6時27分に気温18℃と肌寒いコペンハーゲ

ン中央駅に着いた。

スカンジナビア最大の都市であるコペンハーゲン

は、1167年に近海を守るために要塞が造られて以

来、商人の港として発展してきた。今回はニューハ

ウン地区における水際の賑わい空間の創出、古い街

並みと近代建築物の調和などを中心に視察した。

トンネル化により創出された緑地

ヨータトンネル（1.6km）

ニューハウンクルーズの乗り場付近

コペンハーゲン中央駅

コペンハーゲンへ
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138 －WATERFRONT  DEVELOPMENT－

コペンハーゲン随一のウォーターフロントであ

るニューハウン（新港）は、長さ400mほどの水路

の両側にプレジャーボートが多数係留され、河岸

にはカフェテラスが並び、市民や観光客で賑わっ

ている。

古い街並みと運河を見ながらニューハウンルー

トツアーの船乗り場に急いだ。約1時間半のクルー

ズは、多くの新旧建物、大型客船、観光名所など

を楽しませてくれた。

コペンハーゲン港とスウェーデンのマルメ港は

国境を越えて港の運営統合を成し遂げた。その効

果は、取扱量、売上高、利益ともに年々伸びてき

ており、企業の進出も着々と進んでいる。統合後

のクルーズ船の実績は、乗客数、利用船舶数とも

に約300％に達している。当日の港には大型客船

が4隻係留されており、多くの乗客がコペンハーゲ

ンの街を散策していた。

コペンハーゲン港沖に南北方向に緩やかな弧を

描いて配置された20基の風力発電用の風車がある。

これがミドルグリン洋上風力発電所で、海岸から2

運河沿いの古い街並み

マースク本社

海から運河をのぞむ

デンマーク王室のクルーザー係留岸壁にある待機所

オペラハウス
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－WATERFRONT  DEVELOPMENT－ 139

～3km、水深4～8mの浅瀬に設置され2001年から

稼働している。この浅瀬は200年以上にわたって

浚渫土砂などを捨てる場所としてつかわれてきた。

発生した電力は長さ3.5kmの海底ケーブルを経由

して陸上まで送られている。合計発電量はコペン

ハーゲンで消費される電力の3％以上にもなる。

コペンハーゲンのシンボルであり、有名な観光

名所である「人魚姫の像」には、陸から海から多

くの観光客が岸から数メートル先の小さな像をな

がめていた。

大型客船が4 隻係留

人魚姫の像

ミドルグリン洋上風力発電所

歩行者天国 ストロイエ通り

運河クルーズの発着所
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140 －WATERFRONT  DEVELOPMENT－

港としての重要な機能とともに水際の賑わいに

感動し、いまにも雨が降り出しそうな運河クルー

ズ発着所に帰ってきた。

コペンハーゲン中央駅までの時間を徒歩で散策

した。コペンハーゲン随一の目抜き通りで、世界

で初めての歩行者天国といわれているストロイエ

通りには、中世の雰囲気が漂う旧市街や、多くの

ブランド店が並んでいる。

チボリ公園は、1843年に建てられた遊園地であ

る。政治に不満をもった国民の気をそらせるため

に建設されたと言われている。

7. ターミナル拡張と旧港の再開発が進むハン

ブルグ

コペンハーゲン中央駅からインターシティ・リ

ン（Lyn）に乗車しフレセリシア（デンマーク）で

ドイツ高速列車ICEに乗り換え、途中キール運河を

通り、ハンブルグに向かった。

キールは1283年にハンザ同盟に加盟し、天然の

良港としてスカンジナビアとの交易で潤った。キ

ール運河の建設は冬の荒海とデンマークからの攻

撃を避けることを目的とし、30年をかけて1895

年に完成した。長さ98km、幅102m、水深11mで、

スエズ、パナマと並ぶ重要な国際運河である。

コペンハーゲンを出て約6時間でハンブルグ中央

駅に着いた。翌日ハンブルグ港湾公社に訪問し、視

察船により約2時間のポートツアーに出た。

ハンブルグ港は北海の最東部、ヨーロッパの中

心に位置し、欧州第2の港としてヨーロッパのゲー

チボリ公園の入り口

レゴ本店

広場に面した建物
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－WATERFRONT  DEVELOPMENT－ 141

トウェーの役割を担っている。北海から約100㎞

内陸に位置しており、早くから貨物の積み替え時

間短縮に取り組んでいる。

また鉄道網を活かし一日約200本の列車で貨物を

内陸部、中・東ヨーロッパに輸送している。大気汚

染防止の観点から鉄道輸送を増強し、三分の一を列

車で輸送し、遠方へは約70％が鉄道輸送である。

港としての役割を終えた旧港地区は、市の中心

部にあり、157haの広大な敷地は住宅やオフィス、

コンサートホールなどの文化施設などが混在する

車窓からのキール運河

夕焼けの中の風車

車窓から見た美しい街並み

効率的な作業

ハンブルグ中央駅
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142 －WATERFRONT  DEVELOPMENT－

ハーフェンシティとして再開発が進められている。

ハンブルグ港は、エルベ川沿いの河口から約100

㎞に位置し、大規模なコンテナターミナルを多数

有するドイツ最大の国際貿易港である。コンテナ

ターミナルが多く、目的地も数多いコンテナの内

陸鉄道輸送は、港から約20㎞にある鉄道ハブで編

成替えして最終目的地の鉄道ステーションまで列

車で輸送する方法がとられている。

バスから見たハンブルグ港

日本郵船のコンテナ船

マークスのコンテナ船

鉄道輸送の主力

大型車で渋滞

商船三井のコンテナ船
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－WATERFRONT  DEVELOPMENT－ 143

港には、多くの国の大型コンテナ船が係留してお

り、一船に4基～6基のガントリークレーンがセッ

トされ効率の良い作業を行っていた。新しいターミ

ナルを建造することは環境問題などで、困難になっ

ており作業の効率化により取扱い荷物量を増やすこ

とに努めている。港は貨物だけではなく、多くの市

民が集まる憩の場としても整備されている。

ハーフェンシティプロジェクトはヨーロッパ最

古い倉庫の上にコンサートホール

人口渚

緑豊かなウォーターフロント

高床式の再開発ビル①

赤レンガ倉庫

旧港倉庫街

120_150_海外情報_川崎氏.qxd  11.12.12 4:38 PM  ページ 143



144 －WATERFRONT  DEVELOPMENT－

大の市街地開発であり、ウォーターフロント市街

地の開発モデルになっている。ハンブルグは新ゴ

シック様式のレンガ造りの歴史的な倉庫街が景観

の特徴となっているが、このプロジェクトは旧港

地区エリアを再開発することにより、港に現代の

アクセントを与えようとするものである。

100年の歴史をもつ倉庫街は、まとまった倉庫

街としては世界最大であり、ゴシック様式の建屋

に切妻屋根・小さな塔、曲がりくねった小路があ

る。運河沿いの再開発ビルは高床式の高潮対策が

講じられている。これはハンブルグ港への大型船

就航に伴いエルベ川の水深を深くしたことにより

潮の干満差が100年前の80cmから3.5mまで拡大

し、洪水の確率が増加したためである。

ハンブルグは環境にやさしい都市づくりを積極

的に実践しており、欧州委員会により第1回のヨー

ロッパ環境都市に指定された。市街地のあちこち

にレンタル自転車置き場を設置し、自転車利用を

促進している。

レンタル自転車置き場

再開発されたウォーターフロント

高床式の再開発ビル②

風が冷たい

高潮対策をした再開発地区
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－WATERFRONT  DEVELOPMENT－ 145

旧エルベトンネルは1911年に完成したヨーロッ

パ大陸で最初の河底トンネルである。ハンブルグ

の中心を流れるエルベ川は大型船の航行が多く、橋

の建設が技術的に難しかったため、延長450mのト

ンネルが造られた。トンネルには、地上から階段

あるいエレベーターで地下におりてアクセスする。

8. 運河の港　シュターデ

エルベ川の古い港町シュターデは、ハンブルグ

の西45㎞に位置するハンザ都市である。町は要塞

として造られた水濠に囲まれ、戦災を免れたため、

旧市街や旧港周辺にはルネッサンス様式の市庁舎

やレンガ造りの家並が残されている。

10世紀末に現在の旧港が建設され、その後13世

紀にはハンザ都市として栄えたが1659年の大火災

により消滅し、現在残る町並みのほとんどは17世

紀末に建設されている。

町の一番北側にある旧港は、ハンザの船が町の

旧エルベトンネル内

旧エルベトンネルの入り口

旧エルベトンネル

運河沿いの街並み

運河の最奥
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146 －WATERFRONT  DEVELOPMENT－

中心部まで入り込めるよう造られた運河の港であ

った。緩いカーブを描いた運河の両側に木骨レン

ガ造りの家が並び、1877年に再建された木製クレ

ーンが立っている。

気温15℃、小雨の中、世界遺産であるヴァッテ

ンメーア干潟を歩いた。ヴァッテンメーアは、北西

ヨーロッパ大陸の一部と北海の間に横たわる水域と

海岸の湿原をいう。この海域は、泥質干潟、塩生湿

地、藻場、水路、砂浜、砂丘など自然景観、生態系

生物の多様性と様々な自然環境に恵まれている。

9. ブレーマーハーフェン港のウォーターフロント

ブレーマーハーフェン港は北海よりヴェーザー川

を約64㎞さかのぼった位置にあり、さらに約45㎞

さかのぼったところにブレーメン港がある。第2次

世界大戦では徹底的に破壊され、多くの人命が失わ

れた。両港とも積み替え港であり、ブレーマーハー

フェン港には一カ所にまとまったものとしてはヨー

ロッパ最大のコンテナ・ターミナルがある。

市役所内

モニュメント奥に木製クレーン

ヴァテッンメーア干潟②

ヴァッテンメーア干潟①

シュターデのメイン通り
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－WATERFRONT  DEVELOPMENT－ 147

今回の視察では、直接港湾には寄らず、ウォー

ターフロントを中心に見学した。

サイモン・ロシュエン灯台は、ブレーマーハー

フェンのシンボルで、北海沿岸に立つ、現役最古

の灯台である。1853年にノイヤー・ハーフェン港

に入る門の所に建てられ、ニューヨークとブレー

マーハーフェン港を行き来する大きな郵便蒸気船

の外輪船が港に入るのを導いた。シャウフェンス

ター・フィッシェライハーフェンは、昔の魚の梱

包所で、現在はレストランや店が並んでおり、観

光客で賑わっていた。ドイツ海運博物館は、建物

の中だけではなく屋外にも船のコレクションなど

が充実している。

サイモン・ロシュエン灯台

ブレーマーハーフェン港のウォーターフロント

貨車と鉄橋のモニュメント

博物館の野外展示

昔の魚の梱包所
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148 －WATERFRONT  DEVELOPMENT－

10. 中世都市の姿を残すブレーメン

ブレーメンは海上交易で発展したハンザ自由都

市であり、港の発展と都市の発展が密接に結びつ

いて繁栄し、今日でも中世の都市の姿をはっきり

と残している。

1358年にハンザ同盟に加盟してから、交易の要

衡としての立場を活用し、急速に経済力、政治力

をつけ、ブレーメン大司教の世俗支配をはねのけ

るまで成長した。その自由な気風の象徴としてロ

ーラント像や市庁舎がマルクト広場沿いに建設さ

れた。第2次世界大戦中、市民は市庁舎とローラン

ト像に囲いを作り戦火から守った。ブレーメンの

市庁舎は、もっとも古い部分は1405年から1409

年に建設され、レンガ造り、ゴシック様式の代表

的な建築物とされている。ファザード部分は16世

紀末から17世紀にかけてヴェーザー・ルネッサン

ス様式で作られた。この夜、1405年から続いてい

る市庁舎地下のラーツケラー（レストラン）でフェ

アウェルパーティを開いた。

ブレーメンのトラム

ブレーメン中央駅

市役所のレストラン入口

市役所のファザード

マルクト広場
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－WATERFRONT  DEVELOPMENT－ 149

ローラント像は、中世叙事詩に登場する伝説の

騎士ローランの石像である。もともと木造の像だ

ったが、対立した大司教が自治の象徴である像を

焼き払ったため1404年に石像として再建された。

像が聖ペトリ大聖堂の方角をまっすぐに見据えて

いるのは、大司教の権力に対抗する都市の権利を

表現するためである。像が手に持つ盾には、「我、

民に示したるは自由なり」と刻まれている。

聖ペトリ大聖堂

広場から見た市庁舎と大聖堂

ローラント像

ブレーメンの音楽隊の像

メイン通りと大聖堂
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150 －WATERFRONT  DEVELOPMENT－

作りアクセサリーのギャラリーが軒を連ねている。

市庁舎入口左側にグリム童話「ブレーメンの音

楽隊」の像（ロバ、イヌ、ネコ、ニワトリ）が立

っている。動物たちは実際にはブレーメンにはた

どり着いてはいないが、自分たちの街に因む物語

として広く受け入れられており、ローラントの像

と並んでブレーメンの街の象徴となっている。

ブレーメンの目抜き通りであるオベルン通りは、

昼食時でもあり、多くの人々で賑わっていた。そ

こで、フランクフルトソーセージのホットドッグ

を立食し、一路ハンブルグ空港へ向かい、フラン

クフルト経由で帰途に着いた。

シュノア地区は迷路のように入り組んだ細い路

地に木組の小さな家々が並ぶ、ブレーメンで最も

古い街並みである。古いものは15世紀に遡れると

いう家並みは戦火を免れよく保存されている。こ

の街区の名前は、船舶関連の手工業に由来してお

り、縄や網を作るものが集まった街区をシュノー

ア街（「より糸」）と称した。今では土産物屋、手

路地最古の建物

シュノア地区の入口

早朝の路地
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