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『みなとまちづくりマイスター』海外情報

1　はじめに
今回、WAVE（みなと総研）とJCCA（建設コンサ

ルタンツ協会）の調査団に参加して、トルコ国及び

南イタリアのウォーターフロント等を視察する機

会を得た。

旅程に沿えば、空路、成田からトルコ国に入り、

イスタンブール港を視察した後に、空路、ミュンヘ

ン空港を経由してナポリに到達し、ナポリ港から

アマルフィまでバスでの日帰り視察を行った後に、

ナポリから鉄路ローマに入るという複雑なもの

だった。同じ系列の航空会社を使わないと料金が

割高になってしまうという事情を踏まえて、ハブ

空港であるミュンヘンを中継する。身を以てハブ

&スポークの現状を学ぶことが出来たことも今回

の収穫だと思う。

なお、その後は主に鉄道を利用してスイス、ドイ

ツを巡った。内陸でもライプチッヒ近郊の人口湖

やドレスデンのエルベ川リバーフロントなど視察

できたことは有意義であった。

2　ローマとイスタンブール
さて、詳細に入る前に、まずローマとイスタン

ブールの関係について述べておきたい。ローマ帝

国が395年に東西ローマ帝国に分裂した後、 東

ローマ帝国の首都となったのがコンスタンチノー

プル。現在のイスタンブールです。東ローマ帝国

は一時期イタリア半島も支配下に置いていた。そ

の時期のローマはかつての遷都による衰退著しい

都市となってしまう。そして、中世、ルネッサンス

期にローマの挽回を計ったのがローマ教皇であ

る。

帝国の支配により安全が保証されたパクス・ロ

マーナ（ローマの平和）の頃の首都ローマは地勢的

には帝国各地への交通アクセスが開かれた条件を

持っていた。全ての道はローマに通じていたのだ。

一方、ローマの平和が崩壊し、異民族の侵略に悩

む東ローマ帝国は、外敵からの防御と統治のため

のアクセス確保を両立できるコンスタンチノープ

ルを首都とした。海峡地形は、堀に守られるとい

う意味合いと海上交通の要衝という意味合いの両

方を合わせ持っていた。

このように単に歴史的な関係性を踏まえて、豊

かな歴史資産を持つという意味では共通するもの

の、地勢的には大きな違いを持つイスタンブール

港とローマのチタキベッキア港。 これらが共に、

それぞれの国内で第二位のクルーズ港湾であり、

今、いずれもが民活によるクルーズ港としての飛

躍を目指している。両港の今後の展開は、クルー

ズ振興と港湾のあり方を考える上で重要な示唆を

与えてくれると思う。

3　イスタンブールの港湾
3-1　イスタンブールの概要

まず、イスタンブールの基本的な立地を説明す

るために、4枚の地図が必要となる。ヨーロッパと

アジアに股がる現在のトルコ国の領土の多くはア

ジア側にある。よって、その中心に近いアンカラ

に首都があるのも頷ける。（図−1）

さて、ヨーロッパとアジアを隔てるのがエーゲ

海からダーダネルス海峡〜アルマラ海〜ボスボラ

ス海峡を経て黒海につながる海の回廊である。（図

−3）

この海の回廊の黒海に近い部分、ボスボラス海

峡を挟む一帯が現在のイスタンブールである。ボ
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スボラス海峡の入り口の北のヨーロパ側には、ア

ルマラ海から陸地に深く切り込んだ金角湾がある。

（図−2）

このアルマラ海と金角湾に挟まれ、背後に丘陵

を控えた部分がかつての東ローマ帝国の首都であ

り、現在の旧市街地である。（図−4）

イスタンブールは、 東ローマ帝国の頃の領土を

見れば、その中心的な位置にあり、海上交通におい

ても帝国の領土へのアクセスの利便が高かった。

これに加えて、金角湾とボスボラス海峡をお堀に

見立てれば、2方をお堀に守られて、丘陵地を背後

に控える三角形の領域は外敵に対する防御という

意味でも優れていた。（図−5）

旧市街地と金角湾を挟んだ対岸のヨーロッパ側

が新市街地である。また、ボスボラス海峡を隔てて

アジア側がイスタンブール郊外として、住宅など

図−3　エーゲ海〜黒海

図−1　トルコ国全域 図−2　イスタンブールとボスボラス海峡
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の開発が進んでいる。

旧帝国の首都の歴史を重ねた旧市街地にはモス

クワ、宮殿など多くの歴史的建造物があり、開発余

地は極めて少なかったので、 近代化に伴って金角

湾の対岸が新市街地として発展し、更なる人口集

中に対応するためアジア側に発展余地を求めた結

果である。（写真−1）

なお、 海峡の町としてイスタンブール市は下関

市と姉妹都市の関係にある。

3-2　ボスボラス海峡
このような発展の経緯により、ボスボラス海峡

を跨ぐ交通需要が大幅に増加したことから、1973

年には第一ボスボラス橋が開通し、1988年には日

本の援助によって第二ボスボラス橋が開通した。

また、 アルマラ海に沿ってヨーロッパ側とアジア

側を結ぶアルマラ鉄道の計画が現在進行中である。

その計画の中心とも言える沈埋工法による海底鉄

道トンネル工事が大成建設の手により完工してい

る。なお、工事の実施途上では地底の各層に年代の

異なる遺物や遺構が多く発見されており、それら

の発掘保存のための工事遅延など大変な苦労が

図−4　イスタンブールの構成

図−5　東ローマ帝国の首都イスタンブール

写真−1　海峡から望む旧市街地の風景
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あった。また、大成建設の担当者によれば、強い潮

流の発生する海峡での浚渫工事を委託する先を全

世界に求めたが、それを実行できる技術を保有し

ていたのは唯一、やはり強い潮流の発生する関門

海峡での浚渫工事に実績のある関門港湾建設だけ

だったという。関門港湾建設の技術があって浚渫

工事を円滑に行うことが出来たという。世界有数

の親日国で、先の第二ボスボラス橋では本四架橋

で培った我が国の最高の橋梁技術が発揮され、ま

た、海峡トンネルでも我が国の浚渫技術まで総動

員して難工事を克服できたことは土木技術者とし

て誇らしい限りである。このように橋梁やトンネ

ルによってボスボラス海峡を跨ぐ交通インフラの

整備が進められているが、渡船も市民の足として

現在も多く利用されている。

これらの海峡を横断する渡船に加えて、好漁場

であるボスボラス海峡〜アルマラ海には多くの漁

船が活動し、また、エーゲ海〜黒海の通過船、ボス

ボラス海峡を巡る観光船などがあり、船舶交通の

輻輳は著しい。更に、金角湾からの船の出入りも重

なることから、イスタンブール旧市街地の前面海

域は海の四叉路の様相を呈し、船舶航行の安全の

確保が重要な課題となっている。

なお、国際海峡は国連海洋法条約で「無害航行権」

を認めることとされているが、トルコ国は1936年

に締結されたモントレー条約に基づいて一定規模

以上の軍用艦船の航行を制限している。

3-3　イスタンブールの港湾
イスタンブールの港湾は、漁船、渡船、フェリー、

コンテナ船、 クルーズなどのターミナル機能が沿

岸に点在している。これは、ボスボラス海峡や金角

湾などにより海岸線延長が長いことに起因するが、

加えて地形の制約や歴史的な建築物の存在を含め

た歴史的経緯や陸上交通アクセスの都合などの結

果であろう。

なお、図−6はイスタンブール市の主要なターミ

ナルを示しているが、その他にも渡船ターミナル

や漁港などが海峡や金角湾に存在する。（図−6、

表−1）

図−6　イスタンブールの主要な港湾機能
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の力も背景としてプロジェクトの成功を確信して

いるようであった。

なお、イスラム国であるトルコで、ヒアリング

に応じてもらった担当幹部が全て魅力的な女性で

あり、会議のお茶汲みを男性の職員が行っていた

ことには正直面食らった。（写真−3）

　

4　チヴィタヴェッキア港
4-1　チヴィタヴェッキアの概要

チヴィタヴェッキアはローマから西北西に約

59kmの距離にあり、港を中心とした半円状の市域

を有する。（図−7）

3-4　 サリパザリ・クルーズ・ポート
（Salipazari Cruise Port）

イスタンブールの主要なクルーズ・ターミナル

は、金角湾を挟んで旧市街地に近い新市街地のボ

スボラス海峡に面したサリパザリ・クルーズ・ポー

トである。

（図−6、表−1の④）

サリパザリ・クルーズ・ポートは、カラキョイ

埠頭とサリパザリ埠頭で構成されており、埠頭延

長は約一キロ、水深は6〜8mである。背後に都市

が迫り、海峡に面して沖合に展開できないことか

ら、ターミナル用地は極めて狭隘である。（写真−

2）

岸 壁 の 老 朽 化 も 進 ん で い る こ と か らPPP

（Public Private Partnership:公民連携）で、岸壁

の前出し補強と必要なターミナル整備がドウ

シュ・グループによって進められている。

ドウシュ・グループは、コチ・サバンジュ・ド

アングループと並ぶ、トルコ4大財閥の一つで、銀

行・金融・保険・建設・メディア・自動車・観光

など様々な分野に進出している。同グループの担

当者にヒアリングに応じてもらったが、グループ

番号 ターミナル名 分類 概要

① クムポート
（Kumport）

コンテナ イスタンブールのヨーロッパ側に位置し、アルマラ海沿
岸の工業団地と高速道路で結ばれている。

② アタコイ
（Atakoy）

マリーナ 市内、ヨーロッパ側にある大型観光マリーナ。アタコイ・
マリーナ・ホテルなどが近接して立地

③ イェニカプ
（Yanikapi）

フェリー 旧市街地に属するフェリーターミナルである

④ サリパザリ クルーズ 旧市街地に近い新市街地に属するクルーズターミナルで
ある。「イスタンブール国際クルーズターミナル」との呼
称の方が一般的なようである。

⑤ ハイダル・パシャ
（Haydarpasa）

コンテナ イスタンブールのアジア側に位置し、アルマラ海沿岸最
大のコンテナターミナル。背後にハイダル・パシャ駅を
擁し、鉄道でのコンテナ配送も行っている。

表−1　イスタンブールの港湾（一部抜粋）

写真−2　ターミナルに停泊するクルーズ船
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ンティウス12世時代の1696年に自由港となった。

近代に入るとローマの外港として発達した。

1859年にはチヴィタヴェッキアとローマを結ぶ、

イタリア最初の鉄道路線とされるローマ＝チヴィ

タヴェッキア線（現在のピサ＝リヴォルノ＝ロー

チヴィタヴェッキア港は、2世紀の初めにトラヤ

ヌス帝によって整備されたとされている。その後、

東ローマ帝国の支配下の拠点となったが、838年

にはイスラム教徒（サラセン人）に占領された。そ

の後、教皇領（教皇国家）の一部となり、インノケ

写真−3　ヒアリング後の記念写真（向かって右から4 番目筆者）

図−7　チヴィタヴェッキア港の位置図 写真−4　支倉常長像



− WATERFRONT  DEVELOPMENT −  69

マ線の一部）が建設されている。

なお、1615年に、慶長遣欧使節団の支倉常長ら

がチヴィタヴェッキアに上陸した縁で支倉常長が

出発した地である石巻市と姉妹都市協定を結んで

いる。 石巻市との姉妹都市締結20年を記念し、

1991年に支倉常長の銅像が建立されている。（写

真−4）

4-2　港湾の状況
チヴィタヴェッキア港は、 首都ローマの港湾と

してフェリー、 クルーズといった人流の拠点であ

るばかりでなく、近隣の工業団地を支える物流港

湾でもある。港湾の平面配置を見ると、沖合が急深

な海底地形になっていることから、防波堤が海岸

線に寄り添うような形で伸びている。その防波堤

に防護された細長い領域に、 港の奥部から漁港、

フェリー、クルーズ、バルク、コンテナなどのター

ミナルが配置されている。（写真−5）

なお、防波堤の基部には歴史的な建築物である

ミケランジェロ要塞が立地している。これは、港湾

防衛のための要塞で、1535年、パウルス3世のも

とでアントニオ・ダ・サンガッロ・イル・ジョヴァ

ネによって完成された。 要塞の上部のマスキオ 

Maschio と呼ばれる塔はミケランジェロの設計に

よるもので、 要塞全体の名となっている。要塞は

ローマ帝国時代の建築物の上に建てられている。

この要塞の位置からも、 チヴィタヴェッキア港が

奥部を原点として防波堤を延伸しながら発展して

来たことが分かる。（写真−6）

港湾の空間的な制約からクルーズ・ ターミナル

は防波堤側に設けられている他、将来のコンテナ

ターミナルを一部クルーズ・ ターミナルとして暫

定利用している。

（写真−7）

なお、大型クルーズ船が入港した場合には、三千

人を越えるクルーズ客と、 ほぼクルーズ客数に等

しい人数のクルーズ船スタッフの乗降を円滑に行

うため、クルーズ岸壁にはカマボコ状の大型テン

写真−7　停泊する大型クルーズ船と対岸のフェリー

写真−6　ミケランジェロ要塞近景

写真−5　チビタベッキア港の利用状況
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トによる仮設ターミナルが設置されており、その

中でCIQの手続きや保安検査が行われている。

このカマボコ状の仮設テントは、 例えばニュー

ヨーク・ ニュージャージー港のクルーズ・ ターミ

ナルにも同様のものが使われており、急激なクルー

ズ船の大型化やクルーズ船の寄港数増大に対して、

既存のクルーズ・ ターミナルが使えない状況など

に対応するものとして各港で用いられている。

担当者に聞けば、 クルーズ客とスタッフを同じ

ところで並ばせる訳にはいかないので、保安検査

などを分離するため2系列用意しなければならな

いとのことであった。（写真−8）

4-3　港湾の拡張プロジェクト
チヴィタヴェッキア港は首都ローマの人流の基

地として、多数のフェリー航路の基点となり、また、

活況を呈するクルーズ観光の受け入れ港として多

くのクルーズ船が寄港している。加えて、コンテナ

やバルク貨物の物流港として、また、漁業基地とし

ても重要な港湾である。しかしながら、海底地形の

制約から防波堤を沖合に展開することが困難であ

ることから、先に見てきたように狭隘な水域を最

大限利用する形で各機能が混在しているのが現状

である。

しかしながら、 拡大するクルーズ観光を受け入

れること、コンテナ物流の能力を高めることなど

の課題に対応することが求められており、これに

対応するための長期構想が立案された。（図−8）

この長期構想では、既存港湾の北西側（図では右

写真−8　仮設ターミナル・テントの内側

図−8　長期構想図
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側）に延ばす形で港湾機能を拡充するとともに、漁

船等の奥部の港湾利用の利便を改善するとともに、

輻輳対策として南東側（図では左側）に新たに開口

部を設けて、両翼から入出港出来るようにしよう

とするものである。これにより、港湾機能を拡充し、

コンテナ、フェリー、クルーズといった各ターミナ

ルを再配置することとしている。

この長期構想は、段階的に進めることとしてお

り、2015年までに、防波堤側のクルーズ・ターミ

ナル機能の拡充を行い、対岸のコンテナターミナ

ルへのコンテナ機能の集約、 フェリーターミナル

の整備、左側の開口部の整備などを終えることと

している。（図−9）

4-4　先進的な取り組み
現地でのヒアリングでは、 完成予想の3DCGを

多用した説明を受けたが、このような手法は景観

設計において重要であるばかりでなく、多くの人々

にプロジェクトを理解してもらうという意味で有

効であると改めて感じた。（図−10）

更に、右側の防波堤の一部には、我が国では酒田

港で実証試験を行った空気室式のウェルズタービ

ンを用いた波エネルギー発電ケーソンを設置し、

波エネルギー発電とともに、反射波の低減を行う

図−9　2015年までの実施計画

図−10　3DCG による景観シミュレーション
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こととしており、先進的或は野心的な取り組みで

あると感銘を受けた。（図−11）

更に、水質環境の維持、改善に関して環境モニタ

リングは勿論のこと、藻場の造成にも取り組んで

いるという。（写真−9）

なお、イスタンブール港と同様にチヴィタヴェッ

キア港でもヒアリングに応じてもらった先方の担当

者は女性が多く、しかも女性の方が上位者であった。

ともに渉外担当に女性を置いているということ

なのかとも思うが、女性の活躍の場を広げること

が日本の港湾の最大の課題であるのかもしれない。

（写真−10）

5　そして、ナポリ〜ソレント〜アマルフィ
5-1　概要

ベスビオ火山に見下ろされたナポリ港は、桜島

を擁する鹿児島湾の風情である。平地には必ずし

も恵まれないが、急峻な岩盤の地形は天然の良港

を形成している。そして、ソレントからアマルフィ

へ。海岸の斜面が急峻になり、「帰れソレントへ」で

歌われる見事な海岸景観が広がる。そして、断崖絶

壁に切り込んだ道路を経て、岩の割れ目にある海

賊の隠れ里のようなアマルフィに到達。絶壁に取

り囲まれ、急峻な斜面に張り付いた町並みを「地中

海の敦煌」と呼ぶというのも頷ける。

図−11　波エネルギー発電ケーソン 写真−9　藻場造成など環境配慮

写真−10　ヒアリング後の記念写真（向かって右から3番目筆者）
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中世イタリアの4大港湾都市が、アマルフィ、ピ

サ、ジェノバ、ベネッチアで、当初最も繁栄し、最

も早く衰退したのがアマルフィである。港湾都市

の間の交易利権の争奪戦の結果ということなのだ

ろうが、断崖絶壁に囲まれた天然の要塞には都市

としての空間的な発展余地が絶対的に欠落してい

たことが衰退の背景にあるように思う。これに対

して、例えば、その後も繁栄を続けたベネッチアは

断崖絶壁に守られた要塞ではなく、浅瀬に囲まれ

た要塞であり、そのお陰で埋め立てという手段で

都市機能を拡張できたということが、その後の歴

史の違いに現れたのではないだろうか。

今、 アマルフィは特異な地形やかつての港湾都

市としての繁栄の歴史が織りなす魅力溢れるイタ

リア屈指の観光地として内外の観光客で賑わって

いる。日本でも映画「アマルフィ　女神の報酬」で

注目を集め、日本人にも人気の高い観光地となっ

ている。（図−12）

5-2　ナポリ港
ナポリにはベヴェレッロ港やメルジェッリーナ

港、サンタルチア港などがあり、カプリ島、イスキ

ア島などへのフェリーや水中翼船、シチリアやジェ

ノヴァへの大型フェリーが就航している。また、ナ

ポリ港を拠点とするクルーズは、400〜500隻の寄

港120万人程度のクルーズ客による利用がある。

ナポリ港も、急深の海底地形のために防波堤を

沖出しすることが難しく、また、背後は丘陵地形と

なり道路を隔てて都市機能が迫っており、更に歴

史的な建築物もあることから空間的制約が大きい

ように思われる。その分、空間利用が超密であり、

市民生活と港との距離が短く、港の活気を感じる

ことが出来る。（写真−11、12）

5-3　ソレント〜アマルフィ
ナポリ湾とサレルノ湾を隔てるソレント半島は

急峻な断崖地形である。その断崖に切り込んだ道

路から眼下の海を見下ろしながらでソレント〜ア

図−12　ナポリ〜アマルフィ
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マルフィへ移動する。

途中、比較的緩やかな斜面には邸宅が立ち並び、

また、眼下の入り江のビーチは日光浴を楽しむ客

で賑わっている。（写真−13、14）ただ、どのよう

に入り江のビーチにアクセスするのか。階段はあっ

てもかなり急峻なはずで、それを簡単に見つける

こともできなかった。それほどに隔絶されている

ということも高級リゾートとしての重要な要素な

写真−11　ナポリ港全景

写真−12　ナポリ港の風景
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のだろう。

5-4　アマルフィ
アマルフィは、 断崖の緩傾斜地に張り付いたよ

うな町である。海に近い場所には広場を取り囲む

教会などの建物がある。その広場から一本坂道を

上っていくと道の両側に商店が並ぶといった構成

で道に迷うことが無い。背後から攻め込まれる心

写真−13　斜面に張り付く街並

写真−14　道路から見下ろした海水浴場
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配が無いが、空間的に発展余地が無かったという

特性も、今日、テーマパークのようなコンパクト性

として観光の魅力となっている。

（写真−15、16）

6　内陸のウォーター・フロント
6-1　 露天掘り炭坑跡地の人工湖
 （ドイツ国ライプチッヒ）

ドイツ国ライプチッヒの郊外には、 露天掘り炭

坑跡地に水を溜めた人工湖が点在している。（図−

写真−15　アマルフィの広場と教会

写真−16　アマルフィの海辺の駐車場

図−13　点在する人工湖




