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北欧・バルト海の港と港町

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h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.73
2007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。
今回の北欧・バルト海の港と港町調査は、恒例
の「港と文化を語る集い」のための調査を兼ね、
本年８月に実施したものである。調査先は、フイ
ンランド、エストニア、ポーランド、デンマーク、

ヘルシンキ大聖堂とヘルシンキ港周辺

ノルウェーの代表的な港であり、ウオーターフロ
ントや物流の動向、環境対策、港町の文化などに

物専用ではなく、タリンへの船舶なども就航して

ついて調査を行った。以下にその概要を報告する。

おり、毎年300万人以上の乗降客がある。
また、へルシンキ港は豪華客船によるクルーズ客
で賑わう港でもある。このように、この港は旅客

１．ヘルシンキ港（フィンランド）

輸送量が多いばかりでなく、物流においてもフイ
ンランドの輸出入の主要港であり、港の活気が感

概要
へルシンキは、フインランドの南に位置し、帝
政ロシア時代にスウェーデン寄りのトゥルクにあ

じられる。
ヴォッサリー港の開発

った都をサンクト・ペテルブルグに近いこの地に

現在整備中のヴオッサリー港は、へルシンキの

遷都して以来、首都として、また貿易港として栄

最も東の郊外に位置し、2008年後半から西の港と

えてきた。人口は約56万人で、濃緑の島々に囲ま

北の港の活動を移動させる予定である。現在、コ

れた美しい都市である。へルシンキ港は、北欧で

ンテナ埠頭を２バース、RＯRO船用岸壁を15バー

２番目に大きい港であり、フインランド最大の港

ス整備し、臨港道路や臨港鉄道も併せて整備して

である。年間900万人以上の乗降客が利用してお

いる。これにより市内の道路渋滞を緩和させると

り、取扱貨物量も1,000万トンに及ぶ。へルシンキ

ともに、コンテナ取扱いの機能も大幅に増やす。

は、まちの中心と港が近接しており、大型客船や

臨港道路や臨港鉄道は、環境保護地区にかかる場

高速艇などさまざまな船が眺められるスポットが

所はトンネルが設置され、国内のほとんどが平地

多い。港の背後には、多くの人々で賑わう市場が

であるフインランドでは、13.5kmの整備中のトン

あり、さらにその背後には、市民の憩いの場であ

ネルが国内最長となる。北欧の大地はその直ぐ下

る元老院広場やへルシンキを象徴する建物である

が岩盤であり、掘削をした後、コンクリートを吹

へルシンキ大聖堂があり、まさに港と都
市が一体的となっている印象を受けた。
港勢
へルシンキ港は３地区に分かれており、
南の港からは大型客船がストックホルム
へ就航し、エストニアのタリンへも高速
艇が就航しており毎年600万人以上の人々
に利用されている。北の港では、毎日ド
イツまで就航しているフェリーの就航に
より貨物と船客を輸送している。西の港
はコンテナ取扱量が弱万TEUあるが、貨
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きつけただけの仕上げを見て、日本との工法の違
いを感じた。

に順次整備が進められている。
開発規模としては、ターミナル面積80へクター
ル、バース長2,030mを拡張し、年間取扱貨物量は

２．タリン港（エストニア）
概要
バルト３国で最も北に位置し、バルト海のフイ

800万トン（内、コンテナ50万TEU）を新たなタ
ーミナルで取り扱うとともに、背後に工業団地を
開発し、新たな貨物需要と企業進出に対応するこ
ととしている。

ンランド湾に臨む港町であるエストニアの首都タ
リンは、中世の空気を今に伝える港町であり、現
在は多くの観光客が行き交う北欧に開かれたバル
トの窓となっている。 13世紀半ばにハンザ同盟
に加盟し口シアとの貿易の中継点として活気に満
ち溢れていたが、1991年の独立を成し遂げるまで、
幾多の列強諸国において支配され続けた歴史を持
っている。この独立を回復して十数年が過ぎた今、
ヨーロッパの表情を取り戻したタリンは、中世ハ
ンザ都市の賑わいをよみがえらせている。
港勢

ムーガ港全景

タリン港における2006年の総取扱貨物量は、約
4,126万トンを記録し、ここ数年は着実に貨物量を
伸ばしており、西欧とロシアとを結ぶ中継港とし
ての特色を呈している。また、コンテナ取扱貨物
量においては、約15万TEUと、これも着実な伸び
を示している。

ムーガ港拡張計画

３．グダンスク港（ポーランド）
概要
バルト海沿岸に位置する港湾都市グダンスク
タリン旧市街

将来計画

は、中世は港町として栄え、13〜14世紀にはハン
ザ同盟の一員として栄華を謳歌した時代もあり、
町並みは北ドイツに似ているといわれている。し

タリン港は五つの港により構成されており、そ

かし、バルト海の要衝として栄えたその恵まれた

の内全体貨物量の85％を占めるのがムーガ港であ

地理的条件が災いし、ナチスドイツの標的となっ

る。このムーガ港においては、ここ近年増加する

てしまったグダンスクは、第二次世界大戦で市街

コンテナ需要に対応するため、既存のターミナル

地のほとんどが空爆にさらされ、16世紀の建築物

の拡張計画が予定されており、2013年完成を目標

が立ち並んでいた古い歴史地区は完全に破壊され
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たが、町の姿をすべて復元して後世に残そうとい

乗客数においては、約17万人とここ数年は横ばい

う市民の熱意と努力により再建された旧市街が今

となっている。

も残され、ポーランドで最も美しい町のひとつと
言われている。
旧市街を流れるモトワヴァ運河沿いに、ハンザ
同盟華やかなりし頃から19世紀まで多くの船が行
き交った旧港がある。その旧港沿いの通りには、
名産の統拍の店やカフェが並び、賑わいが印象的
である。また、旧港沿いには、中世時代に船の積
み下ろしや船のマストを立てるために使われてい
た木造クレーンが特徴的であり、今でも足力を原
動力として稼働することができるそうだ。
統一感のある美しい街並みと旧港沿いの賑わい
がとても印象的であった。

建設中のDCTタンク

将来計画
グダンスク港では、今後のコンテナ貨物量に対
応するため、現在、大水深コンテナターミナル
（DCT グダンスク）の整備を進めている（一部使
用可能）。ターミナルの大部分は埋め立てにより
建造され、長さ650m、幅315mの埠頭に、水深16.
5mと13.5mの２バースと19列対応のガントリーク
レーン３基を建設している。
将来的な取扱貨物量としては、プロジェクトの
グダンスク旧港と旧市街

第一段階では、50万TEU、第二段階では、100万
TEUを想定している。
取扱貨物量増加の要因としては、ポーランドは、
2004年にEUに加盟して以来、他のEU諸国などと
の貿易の需要が増加傾向であり、トラック輸送に
よる環境問題も影響し、それらの主要な輸送手段
として、コンテナ貨物が急速に成長しているので
はないかと想定される。また、ポーランドは、約
3,800万人の人口が背後圏にあり、水深に恵まれた
DCT グダンスクへの期待が伺えた。

中世時代使われていた木造クレーン

港勢

４．コペンハーゲン港（デンマーク）
概要

グダンスク港における2006年の総取扱貨物量

デンマークの首都コペンハーゲンは、北欧の玄

は、約2,241万トンを記録し、ここ数年は横ばいと

関口とも言われ、12世紀にロスキレのアブサロン

なっており、そのうちの約八割が液体貨物や石炭

司教が要塞を築き青人の港（デンマーク語の、

などバルク貨物の取扱いが中心である。コンテナ
取扱貨物量もここ数年増加してきている。また、
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断されないよう、建築物に規制がされて
いて、運河から離れることなく市民が自
由に歩けるようになっている。
下水は運河に直接流入しないようすべ
てタンクに集めた上で処理され、港外の
海に放流することで、運河はどこでも遊
泳が可能なほど水質保全がされている。
ニューハウンと呼ばれる地区は17世紀
は貨物船の港であったが現在はレストラ
ンの並ぶ観光拠点となっていて多くの運

コペンハーゲン港

河クルーズをする船が出入りしている。

エーレスンド海峡を挟んだ対岸のスウェーデンの
マルメ市とは 2000年 7月に海底トンネルと高架橋
で構成される約 16km のエーレスンド海峡横断路
で結ばれている。
開発状況
コペンハーゲン港は、2001年からコペンハーゲ
ン・マルメ港会社によりマルメ港と一体的に運営
されている。

５．オズロ港（ノルウェー）
概要
オスロは、ノルウェー最大の都市であり、フイ
ヨルドの湾奥に位置する、人口約57万人の港町で
ある。
オスロ港は海路の便に恵まれ、中世以降は東ノ

南地区（上図の左側○）での開発計画にはマンシ

ルウェーの中心地として発展し、1840年代におい

ョン間にキャナル（運河）を取り込む等、オラン

て設立された大小造船所では約550の船が建造さ

ダのアーティストがマスタープラン検討してい

れたが、約100年間にわたって続いてきた造船産

る。水面に面した住宅はコペンハーゲンでは人気

業も、押し寄せる外国企業や労働集約等の波にの

が高く、値段も高い。ホテル等でも水面側の部屋

まれる形で1980年代にはその歴史の幕を閉じた。

は人気が高い。

現在は、ウォーターフロント開発が積極的に行わ

北地区（上図の右上○）では、コンテナ等の物流

れ、企業や住宅、レストラン、ショップ等が集ま

機能を沖合展開し、その跡地利用で大型クルーズ

った集積施設が、港の中心部に面した沿岸部に整

ターミナルを計画している。

備され、観光港として機能している。

オスロ港全景
ニューハウンのクルーズ船

歴史
オスロ とは、古代ノルウェー語（ノルド語）

運河沿いの魅力
運河沿いは、遊歩道が確保してあり、動線が切

で「神の牧場」を意味し、古代北欧の叙事史サー
ガ（Saga）の伝承によれば、西暦1048年に、 ヴア
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アクセス性を向上させるウオーター
フロント整備が有機的な連携を生み
出し、結果、オスロを、世界に認め
られたクルーズ船寄港地たらしめて
いることは、港と観光の優れた連携
実績を呈示していると感じられた。
フィヨルドシティ計画
オスロ港の中央部背後には市庁舎
と広場が位置し、港が市民の憩いの
場ともなっている中心部が存在する

クルーズ船入港状況

が、その東側区域は港湾局が開発す
イキング王ハーラル

によってオスロフイヨルド

るエリアとして、2011年を目標に計画が立案され

の湾奥に港が建設され、これが都市として発展し

ている。オスロ港全体は狭小であるため、港と住

たのは、西暦1300年にホーコン５世によってオス

居地が隣接していることから、防音対策や公害対

ロへの首都移転がなされてからとされている。西

策など幾つかの問題を抱えている。

暦1299年にノルウェーの首都となったが、西暦

また、都心のウオーターフロント再開発計画で

1624年の大火をきっかけに当時の盟主国デンマー

あるフイヨルドシティ計画は、中央部はすでに案

クのクリスチャン４世の命令で街の大改造を行

が市議会で採択されているが、今後港湾機能との

い、名前をクリスチャニアと改めたが、1925年に

調整が課題であるとのことであった。

オスロに戻された。
港勢
オス口港では、コンテナや石油等も取扱ってい
るが、特徴としてはクルーズ船の入港が多いこと
があげられる。世界的にクルーズ船需要が高まっ
ている中、オスロ港は、世界中を観光するクルー
ズ船の寄港地として機能・認識されている。クル
ーズ船の入港は1993−2006年の13年間で約５倍に
増加しており、将来に向けて、少なくとも３バー
スの増設が必要との市場調査結果があったよう

快適性・アクセス性の高いウォーターフロント整備

で、人件費の高い水先案内人や大気汚染対策など、
問題点・課題はあるものの、クルーズ船需要の高
まりへの対応に積極的な印象を受けた。バルト海
他港との連携を含め、広報活動の展開や観光施設
とのネットワーク化を進めている。
港町としての魅力
オスロ港は、市街地と港とが快適なウオーター

６．べルグン港（ノルウェー）
概要
人口約24万人の、ノルウェー第二の都市べルゲ
ンは、国内を始め外国人にも人気の観光都市であ
る。周辺の地形はフイヨルド地方独特のもので、

フロント整備によって有機的に結ばれ一体化して

複雑に入り組んだ海岸線とそのすぐそばまで山が

おり、そのことがオスロ港の魅カを向上させてい

迫っているため、斜面やわずかな平地に木造の家

た。また、市街地内には魅力的な観光施設が集

が密集している。また、べルゲンなどノルウェー

積・点在し街並みは中世の面影を残しており、こ

西部の都市は、メキシコ湾流の影響で冬でも氷点

れら事象と快適なウオーターフロント整備とが相

下以下にはなりにくく、その湿った空気が山にぶ

乗効果を発揮していることが印象的であった。

つかり多くの雨を降らせるため、一年の 2 / 3 は

海の玄関口である港と観光資源豊富な陸域との
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港勢
べルゲン港は海岸線が複雑に入り組んだ天然の
良港で、フイヨルド観光の玄関口として、ノルウェ
ーで最も多くのクルーズ船が寄港する。
（2006年の
統計で、国際クルーズ船の寄港隻数約250隻、乗降
客数が約22万人）また、べルゲン周辺には多くの
北海油田関連の石油ターミナルや精製関連施設が
あり、欧州の液体貨物の年問取扱量で口ッテルダ
ム港に次いで第２位という顔も併せ持っている。
バイキング船（バイキング船博物館）

歴史
古代にはノルウェー・ヴアイキングの拠点が置
かれたが、11世紀にノルウェー王によって自治都
市の設置が認められ、 12世紀から 13世紀までは
ノルウェーの首都でもあった。
その後、ハンザ同盟に加盟し各地から商人や職
工が集まり、常駐貿易事務所が置かれた。北ノル
ウェー産の干しダラの輸出により急速に発展し、
16世紀半ばまで約 400年に渡って隆盛を誇った。

ベルゲン周辺のフィヨルド

氷河・フィヨルド

港の近くのブリッゲン地区は、当時の姿をありの

オス口〜べルゲン間を結ぶ通称べルゲン急行で

ままに留める貴重な建物として世界遺産に登録さ

は、その途中の沿線最高所（標高約1,200m)のフ

れている。

インセ駅でハダンゲル氷河が見え

港勢

てくる。また、100万年の昔から氷
河で削られてできたフイヨルドで
は、我が国でも多く輸人している
アトランティックサーモンの養殖
が行われている。

７．バルト海の環境への国際的
取り組み
バルト海の廃棄物の適正基準の
設置やモニター・プログラムの実
施など、規制や観測に関する活動
を担う機関であるバルト海環境保
護委員会（HELCOM）の担当者か
ら話を聞くことができた。
日本にとっても参考になる話と
して、多数の国々が面する閉鎖性
海域であるバルト海の環境監視や
左上から時計まわりに

ファントフト・スターブ協会、世界遺産のブリッゲン

地区、フィンセ駅からのハダンゲル氷河、ベルゲン港

措置について、積極的な取り組み
が伺えた。
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