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平成22年度のWAVE海外調査は、スペイン、フラ

ンス、オランダの港湾都市における港町の歴史と

文化、開発の経緯等を中心に現地視察を行うとと

もに地元港湾局を訪問し、情報の収集に努めた。

また、今回の調査では都市間の移動にあたっては、

環境配慮の観点から世界的に注目されている鉄道

網を積極的に利用し、鉄道先進国欧州における公

共交通の歴史と現状について学んできた。

以下に各地で行った調査の概要を報告する。

欧州における港町の歴史と文化

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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1．アムステルダムの運河とウォーターフロ

ント開発　

アムステルダムは海上交通の要衝として栄えた都

市であり、市内にも水路網が張り巡らされており、

現在も使われている。しかし運河本来の舟運機能

は既に失われており、観光客用の遊覧船や水上カ

フェ、ハウスボートと呼ばれる富裕層の水上生活

者向けとして使われている。北のベニスと呼ばれ

る水の都には大小165の運河と1300あまりの橋

が架けられている。運河に停泊している約2500

席のハウスボートはガス・電気も完備され実際に

人が生活している。運河クルーズに利用した運河

は17世紀に掘られたものであり、船から見る両

岸の景観は真に野外で見る建物の博物館のようで

ある。

運河沿いには高級住宅が多いが、景観保全のため

家の増改築は全て届け出制で、外側はそのまま残

し、内側だけを建て替えている。

アンネ・フランクの一家など8人が1942年から

約2年間、ナチスの迫害から逃れるため隠れ家と

して住んでいた家を利用した博物館「アンネ・フ

ランクの家」が運河沿にある。

歴史を感じさせる運河に架かる橋 運河に架かる橋を渡るトラム

運河沿いの高級住宅 ハウスボート
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運河に架かるハネ橋

高級住宅と花盛りのハウスボート

アンネ・フランクの家 アンネ･フランクの像
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オランダは人口一人当たりの自転車保有率が世

界一の国であり、人口約1600万人に対し1700万

台の自転車があるといわれている。自転車に適し

た平坦な土地が多いこともあり、国中に自転車専

用道路が設置されている。また、電車の自転車専

用車輌、無料のレンタサイクル、優遇税制制度な

ど、政府の施策も多くあり、国家プロジェクトと

して自転車の利用促進に努めている。

自転車専用信号を渡る通勤者 自転車専用信号

船からみた駐輪場 交差点の自転車専用道路

自転車専用道路の通勤市民
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東京駅のモデルにもなったといわれるアムス

テルダム中央駅は1889年に完成した。駅のコン

コースをくぐるとそこがアムステルダム港であ

る。当日は帆船祭りの最中で大いに賑わってい

た。この駅は市街地を避けて鉄道を通すため街

外れに新たに造成された人工島の上に高架駅と

して設けられた。

装飾を施したホーム アムステルダム港へ抜ける駅コンコース

出発を待つ特急列車

工事中のアムステルダム中央駅
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2．17世紀の風景が保存されているザーン

セ・スカンスのウォーターフロント

ザーンセ・スカンスは保存が難しくなった風車

や歴史的・文化的に価値のある家々を集めて一つ

の集落に仕立てた人工的な村である。村全体が17

世紀当時の姿でコーディネートされており、とて

も美しいウォーターフロントの姿を見せてくれる。

ザーン川沿いには昔1000基以上の風車が立ち並

んでいた。そのうちの6基が今ザーンセ・スカン

スに建っている。また、この地区には緑の壁に白

い窓枠の家が建ち並んでおり、貴重な水を貯める

運河を往く遊覧船

運河と風車

放牧場と風車

緑の壁と白い窓枠の家
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ため屋根は急勾配になっている。

アムステルダム国立美術館は1885年に開館し

たオランダ最大の美術館である。

17世紀オランダ絵画が充実しており、なかでもレ

ンブラントの「夜警」、フェルメールの「牛乳を

注ぐ女」などが有名であり、世界中から観光客が

見学に来ている。

3．都市再生に成功したビルバオ

ビルバオはビスケー湾に近いネルビオン川沿い

に位置するスペイン北部の都市でバスク州ビスカ

ヤ県の県都である。当日はビルバオ市役所を訪問

し、建築家でもある副市長からレクチャーを受け

た。かつては鉄鋼・造船の町として栄えたが、

1980年代には重工業の衰退とともに深刻な不況

に陥った。また、工業化の結果、町は川をはじめ

著しく汚染された。その打開策として打ち出され

たこのプロジェクトは衰退した地域経済を活性化

させるために構想されたもので、行政だけでなく

民間の力も結集する形で実現した。この中核とな

ったビルバオ市の外港施設の拡張計画は都市中心

部にあった港湾を撤去・移転して再生を図るため

に実施したものである。

アムステルダム国立美術館① アムステルダム国立美術館②

ビルバオ港のクレーン ビルバオ港の浚渫船
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1997年開館のグッケンハイム美術館の誘致の

成功により都市再生に弾みがついたが、合わせて

港湾・空港・高速道路・地下鉄・路面電車などの

都市インフラ整備にも取り組んだ。グッケンハイ

ム美術館はニューヨークに本部がある美術館の分

館であり、かつて造船所のあった川岸に位置して

いる。その川も汚染浄化に努めた結果魚影も戻っ

てきている。

都市再生を果たしたビルバオには多くの人が訪

れるようになった。1994年と2008年を比較す

港内の貨物列車 ビルバオ市港湾局

市議会議事堂でのレクチャー

港湾局からみた市内
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ると海外からの訪問者は24,302人から604,318

人に、国際会議は88回が981回に、クルーズ船

の入港が0から38回に増えた。世界各地の創造都

市プロジェクトの中で最も成功した事例と言われ

ている。

ビルバオ郊外にある全長160mの鉄橋ビスカヤ

橋は、エッフェルの弟子であるアルベルト・デ・

パラシオの設計により世界初の運搬橋として

1893年に開通した。橋は2本の鉄橋から延びるケ

ーブルで支えられ、船の運航を妨げないよう橋桁

は水面から45mの高さに設置されている。橋桁か

ら鉄のワイヤーで吊り下げられたゴンドラが人や

車を載せて移動する仕組で、今も人々の生活の足

として活躍している。

グッケンハイム美術館のモニュメント チタニウム製の外観の美術館

ビスカヤ橋に架かるゴンドラ ビスカヤ橋の全景

ビルの間からみたビスカヤ橋
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4．ゲルニカ、サン・セバスチャン

ビルバオの約20km東に、ピカソの絵画で知ら

れるナチスにより爆撃を受けた街ゲルニカがあ

る。ゲルニカはドレスデン、広島とともに無差別

爆撃を受けた町とされている。予定にないコース

であったが、平和博物館を除けば過去の悲劇を感

じない美しい静かな小さな町であった。木の下で

会議を開いたことから自治の象徴とされているオ

ークの木が大切に保護されていた。

サン・セバスチャンはスペイン バスク自治州

のギプスコア県の県都でビスケー湾に面する港湾

都市で、風光明媚な高級保養地として知られてい

る。フランスとの国境まで約15kmにあり、海に

突き出した2つの山にはさまれたコンチャ湾に弧

を描くビーチがあり、多くの人々で賑わっていた。

フランス領に入り、バイヨンヌから特急列車でト

ゥールーズへ向かった。

自治の象徴 オークの木 オークの木のステンドグラス

平和博物館

サン・セバスチャンの街（背後にピレネー山脈） 登山電車で山に登る
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5．トゥールーズ

トゥールーズは独特の建築的外観を持つ建物が

多いことから別名「バラ色の都市」と呼ばれてい

る。これは建築資材に焼いたテラコッタレンガを

積み重ねて使ったことに由来する。フランスで6

番目の大都市であるトゥールーズはコンコルドや

エアバスなど航空宇宙産業の拠点であり、また

1229年創設のトゥールーズ大学を中心とした学

問、研究都市でもある。

11世紀に建てられたヨーロッパ最大のロマネス

ク教会であるサンセルナン寺院は巡礼教会として

の形式が成熟した建築物になっている。視察当日

は日曜日で朝市が開かれ、多くの信者がミサに訪

れていた。

現存する世界最古の運河である「ミディ運河」

は1666年に工事が開始され、最終的に1694年に

ビーチの賑わい

トゥールーズ駅 トゥールーズ市役所

弧状のビーチ
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完成した。この運河の完成により地中海から大西

洋まで360kmの航行を可能にし、運河沿い地区の

産物の流通を盛んにした。とくにワインの流通量

を飛躍的に伸ばした。その後19世紀に鉄道が開通

してからは物流機能は廃れたが、現在では運河

クルーズで人気の観光地となっている。

動力を持たない当時の船舶を人や馬が引くため

に両側につけられた道には日差しを遮るために

45,000本のプラタナスや糸杉が植えられている。

ホテル前の広場夜景 教会の朝市

サンセルナン寺院 クルーズ船と両岸のプラタナス

路地からみたサンセルナン寺院
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6．ワインの積出港として栄えた「月の港・

ボルドー」

トゥールーズを出発してボルドーまでフランス

新幹線TGVで約2時間。ボルドーはローマ時代か

らワインの積出港として栄え、18世紀には交易に

より黄金時代を築いた。「月の港」とは三日月形

に湾曲しているガロンヌ川沿いに発達したボルド

ー港の通称を指す。17世紀半ばからフランス革命

期までが近世以降のボルドー史における絶頂期で

あり、この繁栄を支えたのが新しい港であった。

ボルドーは植民地から買い入れた商品をドイツや

オランダの諸都市に売る中継貿易によって大いに

潤った。

運河クルーズの出発地点 運河に架かる橋

運河沿いの住宅 トゥールーズ発ボルドーへ

湾曲した「月の港」
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ガロンヌ川に面したブルス広場の水鏡ミスト ブルス広場の元宮殿

ブルス広場の「自由の樹」 ボルドーのLRTと3本レール

ボルドー駅 ボルドー駅構内
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ガロンヌ川に面したブルス広場は落成当時の名

称を王国広場といい、広場を宮殿が囲んでいたが

フランス革命後は自由広場と改められた。18世紀

フランスの古典主義建築の最も代表的な作品の1

つである。

サン・タンドレ大聖堂は1096年に建造され、

キリスト教の聖地であるスペイン、ガリシア州の

サンティアゴ・デ・コンボステーラへの巡礼路の

一部として1998年に世界遺産に登録されている。

広場に近い大劇場は1780年に建造されたルネサ

ンス様式の建築であり、正面は12本のコリント様

式の円柱が並び、12体の石像で飾られている。

7．ボルドー発ナント経由レンヌへ（列車の旅）

ボルドーからナントまで約4時間を特急列車で行

く。車窓からの眺めは広大な畑の連続。収穫間近な

トウモロコシ、殆ど収穫されているヒマワリ、そし

て緑のブドウ畑とどこまでも続く1435mmゲージ

の線路を走る列車の乗りごこちは快適であった。

ナントはロワール川河畔に位置し、市内にはフ

ランス第4の海港であるナント・サン・ナザール

港や1434年にゴシック様式の大聖堂として建設

が始まり、1891年に完成したナント大聖堂、ナ

ント歴史地区など見るべきものが多くあるが、レ

ンヌ行き列車の発車時間が迫り断念した。レンヌ

サン・タンドレ大聖堂 大劇場

ヒマワリ畑 ブドウ畑
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行きの列車は避暑客の往来でごった返し、約40分

遅れて発車した。レンヌはブルターニュ地方の玄

関口であり、人口約21万4千人の都市である。

8．モン・サン＝ミッシェルの街並みとサ

ン・マロ湾の干潟

年間約400万人が訪れるモン・サン＝ミシェル

はフランス西海岸のサン・マロ湾上に浮かぶ小島

に築かれた修道院である。966年にノルマンディ

公リチャード1世がベネディクト会の修道院を島

に建て、その後増改築を重ねて13世紀にはほぼ現

在のような形になった。中世、ここに修道院が築

かれて以来、巡礼の地として栄えてきた。

サン・マロ湾はヨーロッパでも潮の干満の差が

最も激しく、潮の満ち引きの差は15m以上ある。

このため、かつては修道院が築かれた小島は満潮

の時には海に浮かび、引潮の時には自然に現れる

陸橋で陸とつながっていた。日に2回の大潮の満

潮時には約1億トンの海水が沿岸に打ち寄せ、同

時に砂も運ばれるが引潮のエネルギーは満潮の

1/3とされ、その結果、砂の自然堆積が繰り返さ

れ年間約20～40haの干潟や砂浜等の陸域を創出

している。この砂の自然堆積により、やがてモ

ロワール川を渡るとナント

避暑地への往来で混雑するナント駅

ダム開閉のしくみ

車窓から見たトウモロコシ畑

堰から見たモン・サン＝ミシェル
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建設中の河口堰 ダムの上のウッドデッキ

名物オムレツ発祥のレストラン 名物オムレツ

観光客でごったがえすグランド・リユ（大通り） 早朝のグランド・リユ
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ン・サン＝ミッシェルまでが半島化あるいは陸地

化することは、それ自体が自然の摂理ではないか

とする考えもある。

モン・サン＝ミッシェルへの道路が建設されて

約100年後の1980年代になり、湾域の自然環境

や景観に及ぼす影響が社会問題化しているが、現

在行なわれているクエノン川河口堰の建設や道路

の撤去などの対策を含め、この地域の環境改善事

業が完成する2025年には結論が出るであろう。

修道院は長い間にわたり増改築が繰り返されてき

たため、中世のさまざまな建築様式が混ざり合っ

た独特の造りになっている。特に、最上階にある

13世紀の回廊はゴシック建築における傑作と称え

られている。2列に並んだ円柱がリズミカルに美

を奏でる。まさに瞑想するにふさわしい神秘に満

ちた空間である。

大通りから見たモン・サン＝ミシェル 干潟に写る修道院

引き潮時の干潟 クエノン川と堰

ゴシック建築の回廊
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9．カン、オンフルール

モン・サン＝ミシェルを出発してル・アーブル

までは専用バスを利用し、途中カン、オンフルー

ル、ノルマンディ橋等を視察した。

カンの町は第二次世界大戦後は一面焼け野原であ

った。現在はノルマンディ上陸作戦の戦跡を訪れ

る観光客や、カンの大学に学ぶ各国の学生で溢れ

活況を呈している。「ノルマンのイギリス征服」

で知られるウィリアム征服王が1060年頃に築い

た城はヨーロッパで最も広大な城塞の一つとされ

ていたが、現在は城壁を残すのみである。

1066年創設の男子修道院にはウィリアム征服王

の墓がある。一時ナポレオン1世によって学校に

変えられたこともあるが、現在は市庁舎として使

われている。

オンフルールと対岸のル・アーブルを結ぶノル

マンディ橋は1995年1月に開通した新しい橋であ

ノルマンディ橋

カンからポーツマス行きのフェリー 城壁

サンピエール教会 男子修道院とサンテティエンヌ教会
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る。橋の長さはパリの凱旋門からコンコルド広場

までの距離2121m、支柱間856mで、斜張橋とし

て世界最長である。

オンフルールはセーヌ河口の大港湾都市ル・ア

ーブルの対岸に位置する古い小さな漁港である。

中世にはル・アーブルよりも重要な要塞港であっ

た。15世紀の百年戦争では要塞の拠点として、

16～17世紀にはカナダへの移民船団の出航の場

として歴史に名をとどめている。今は色とりどり

のヨットが並んだ港町である。

フランス最大の木造教会であるサント・カトリー

ヌ教会は15世紀に百年戦争により壊された教会を

再建する際、経済的な理由から石材ではなく木材

が使われた。オンフルールの船大工によって建て

られたため、天井は船底をひっくり返したような

造りとなっている。印象派の画家たちに描かれた

絵のように美しい旧港は多くの避暑客で賑わって

いた。

サント・カトリーヌ教会内部

旧港の灯台 オンフルールのマリーナ

木造の教会

避暑客のにぎわい
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10．ル・アーブル港と都市再建

ル．アーブル港は大航海時代華やかな1517年

に国王フランソワⅠ世の命令で建造された人工の

港で、大西洋貿易のための商業港という目的より、

イギリスの軍事的脅威に備えるための港という性

格が強い軍港であった。セーヌ川の河口港であり、

水深が浅く波に洗われた砂利を掘り起こして石垣

で固めるため莫大な費用がかかり、商業港として

賑わうのは18世紀後半になってからである。

ル・アーブル港は他の北ヨーロッパ主要港に比べ

地理的、地形的に不利な点が多く、常に抜港の対

象となってきた。ポート2000プロジェクトは、

ル・アーブル港の競争力を高めるためフランス政

府の後押しもあり2000年から建設が始まった。

この計画の主たる目的は近年のコンテナ取扱量の

急速な増加への対応、船社の寄港地の絞込みに耐

えられる競争力の強化などであり、そのために最

新の設備と荷役機器をもった全12バース、長さ

4.2kmのコンテナターミナル及びヤード内の線路

の配置、フィーダー船専用バースの整備を行なう

などとしている。現状は建設途上にあるが、

2009年の取扱貨物は220万TEUまで増加しフラ

ンスの港湾取扱貨物の63％以上を占めるまでにな

った。

第二次世界大戦が始まるとル・アーブル港はイ

ギリス軍の補給基地として利用されたが、ドイツ

軍の侵攻によりイギリス軍は撤退し、フランスの

降伏ののちドイツ軍に占領された。その後のイギ

リス軍の攻撃により中心市街と港が爆撃にさらさ

れ、中心市街地は廃墟と化した。

1945年春に、都市再建省はル・アーブル中心

市街の再建をオーギュスト・ペレに託した。ペレ

は古い建物が何もない、まっさらな状態を作り、

そこに新都市建造のための古典主義的諸理論を適

用したいと考えた。この再建の資材として考慮さ

れていたものは、当時の革新的な建築材であった

鉄筋コンクリートを最適に利用するために研究開

発を重ねた。ル・アーブルの世界遺産への登録は

平坦なものではなかったが、ユネスコは再建され

た中心街がもつコンクリート建築としての革新性

や可能性を示したことを評価し、中心街の133ヘ

クタールを戦後都市計画の優れた例証として、世

入港するコンテナ船

マースクの13,000TEUのコンテナ船 ル・アーブル港湾事務所
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界遺産に登録した。サン・ジョセフ教会はペレ最

後の作品であり、信仰に捧げられた聖域であると

同時に、第二次世界大戦の犠牲者たちの記憶を大

切にするモニュメントを表現している。

アンドレ・マルロー美術館は、オルセー美術館

に次ぐフランス最大級の印象派絵画美術館であり

1961年に開館した。この建物はガラス、アルミ

ニウム、鉄鋼などで作られた箱のような姿をして

いる。

110ｍの尖塔

サン・ジョセフ教会の内部 世界遺産の街並み

コンクリ－トのビル

アンドレ・マルロー美術館 ルノワールの作品
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11．パリ　サン・ラザール駅

ル・アブール駅から特急列車で約2時間でパリ

のターミナル駅の1つであるサン・ラザール駅に

着いた。サン・ラザール駅は印象派のモネが好ん

で描いた駅である。専用バスに乗り、パリ市内の

主な観光スポットを視察した。唯一バスを降りて

見学したのがエッフェル塔であったが多くの観光

客で賑わっていた。何日滞在しても飽きることの

ない世界屈指の観光都市パリへは再度ゆっくり訪

れたいと思いながら昼食後シャルルドゴール空港

へ向かった。

混雑するサン・ラザール駅 サン・ラザール駅の特急列車

パリのレンタ・サイクル

エッフェル塔
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