『みなとまちづくりマイスター』
海外情報

ヨーロッパ北海沿岸のみなとまちを訪ねて
一般社団法人ウォーターフロント協会
1．はじめに
一般財団法人みなと総合研究財団（WAVE）と一
般社団法人日本建設コンサルタント協会（JCCA）が
合同で実施する欧州インフラ事情調査は、平成21

顧問

鬼頭

平三

以外は全てバスで移動するという、鉄道による移
動が中心だった過去の調査とはやや趣が異なるも
のであった。
長いときには一日に400km近い距離をバスで移

年度から毎年実施され、 今年で7年目を迎えるが、

動するというかなりハードなスケジュールにもか

今回は、 総勢28名が11日間（実質は9日間）かけて

かわらず、体調を崩す団員もなく、また雨で行程

フランス、ベルギー、オランダ、ドイツの4か国に

が狂わされることもほとんどなく、中村英夫団長

またがる北海沿岸地域の港湾や内陸諸都市を対象

以下全ての団員が精力的に調査を実施した。

に調査が行われた（筆者はウォーターフロント協会
顧問の立場で参加）。
空路による長旅を終えてパリ・シャルル・ド・ゴー

2．フランス編
（1）ル・アーブル港

ル空港に到着、そのまま迎えのバスに乗り込み、一

ル・アーブル港は、セーヌ川の河口、英仏海峡

路ルーアンに向かったのを皮切りに、 次ページの

の西側に位置し、 同じくセーヌ川の河岸にある

全体行程図（図−1）に示すように、最終日の前日ベ

ルーアン、パリ等とは河川、道路及び鉄道によっ

ルリンからフランクフルトまで新幹線を利用した

て接続され、 パリの外港と位置付けられている。

写真－1 調査団一行
（ベルリン・ブランデンブルグ門の前で、
後列右から2人目が中村団長、
最前列右から3人目が筆者）
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図－1

全体行程図

その規模は、 同国ではマルセイユに次ぎ、 西ヨー

るにあたって自然環境の保全・ 保護が大きな課題

ロッパの玄関口として重要な役割を果たしている。

であったこと、 またそのために緩衝区域として大

コンテナ取扱貨物量は約255万TEU（2014年）、 そ

規模な自然環境を保全する地区を指定することに

の他原油を始めとしたリキッドバルクやドライバ

併せて、 ミチゲーションを実施するなどエリアマ

ルクの取り扱いも多い。また、クルーズターミナル

ネージメントに力を入れていること等について説

もあり、年間約60万人近い乗降客がある。

明があった。

今回の調査では、 まず初めに同港が最も力を入

また、②については、これまで同港が積み重ねて

れて実施している「Port 2000」プロジェクトを中

きた経験と技術を生かして、 開発途上国の港湾開

心に現地視察を実施した。
「Port 2000」プロジェク

発に対して積極的な協力を実施している取り組み

トとは、 コンテナ船の大型化に対応するため新た
にコンテナ取扱機能をセーヌ川右岸に展開し、 完
成時にはコンテナ貨物取扱能力を600万TEUまで
増加させる計画である。
また、現地視察後は、プレゼンテーションルーム
（写真－2）において①同港における環境問題への
取り組み、 及び②ル・ アーブル市や商工会議所が
出資しているIPER（港湾に関する教育・ 研究機関）
の概要について説明を受けた。
①については、 上述したプロジェクトを実施す

写真－2

プレゼンテーションルームにおける説明
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などについて紹介があった。
我が国ではJICAベースなどODAで実施されてい

呼ばれ、 フランスではモンテカルロと並ぶ人気の
リゾート地である。

る取り組みが、 個別の港湾の外郭団体ともいうべ

ドーヴィル港は、 モルニー港区とドーヴィル港

き組織が実施していることについて筆者の感覚か

区と呼ばれる2つの港区で構成されており、いずれ

らはなかなか理解しにくいものだった。説明にあ

の港区も干満差の大きな北海に面した他の港湾と

たった弁護士出身の校長も、 率直に経営は厳しい

同様に、 閘門を設けることによって水位が一定に

といっていたが、その背景には、このような取り組

保たれている。

みを通じて海外の港湾との関係を深め、 将来的な

今回視察したドーヴィル港区は、 もともとモル

海上物流のネットワーク拡大につなげる狙いもあ

ニー港区の船溜まりが手狭になったため、 プレ

るように感じられた。

ジャーボート の 収 容 ス ペース を 拡 大 す る た め に
1972年に整備されたものだが、850隻収容可能な

（2）ノルマンディーの小さな「みなとまち」達

マリーナはほぼ満杯状態で、中でも、係留施設付き

（2）
－1

のヴィラ（コンドミニアム）は人気があるようで、

ルーアン港

ルーアン港は、セーヌ川の河口から約50km上流
にある河川港であるが、マルセイユ港、ル・アーブ

我々が訪れたのが6月初旬の平日だったにもかか
わらず、ひっきりなしに車が出入りしていた。

ル港、ダンケルク港、ナント・サン・ナゼール港に

パリから数時間という手ごろな場所に、 このよ

次いで国内5番目の規模の港で、穀物の輸出額では

うなマリン・ スポーツをはじめとして、 夏になれ

ヨーロッパ第1の港となっている。

ば広大なビーチにカラフルなパラソルの花が開き、

ルーアンと港は、 印象派の巨大なアトリエとし

板張りの遊歩道「レ・ ブランシュ」とその脇にある

て、色や文化、生活の美学など様々な点で多くの芸

キャビン（小屋）にはこの地を訪れた映画スターの

術家たちの心を惹きつけ、カミーユ・ピサロ、シャ

名が刻まれ、訪れる人を楽しませてくれる。背後に

ルル・ルイ・モザン、クロード・モネ等が多くの

はテニスコート、スイミングプール、ミニゴルフ場

作品を残している。

等がいずれも徒歩圏内にコンパクトに配置されて

（2）
－2

ドーヴィル港

ドーヴィルは、「ノルマンディー海岸の女王」と

写真－3

ドーヴィル港の「レ・ブランシュ」
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いる。また、道路を隔てた場所には、高級ホテルや
カジノも立地しており、 これらがトータルとして

写真－4

ドーヴィル港のヴィラ

写真−5

オンフルール港と街並み

リゾート地としての魅力を高めている。
（2）
－3

オンフルール港

オンフルール港は、12世紀の中頃までルーアン
からイングランドへ商品を運ぶための中継地とし
て栄え、 広い後背地を持つとともにセーヌ川の三

として高い人気を博している。我々が視察した日
にも、 水際線近くまで拡げられたカフェやレスト
ランのテラスは地元の住民や観光客でごった返す
ほどの賑わいを見せていた。
（2）－4

ディエップ港

角州に位置する安全な港であることから、 百年戦

ディエップは、人口約3.5万人の都市であり、砂

争開始時から戦略上重要な地点としてその恩恵を

浜（どちらかと言えば礫浜）のある海水浴場、 カジ

受けてきた。

ノ、ゴルフ場、競馬場、プティック、タラソテラピー

しかしながら、 嘗ては貿易の拠点として機能し

の受けられる健康施設を備えた観光の町で、「フラ

たオンフルール港も、 陸地を掘り込んで作った港

ンス歴史と芸術のまち」の称号を与えられている。

の宿命として、 船舶の大型化など近代化の流れに

また、パリに最も近い（北西に約200km）マリーナ

取り残され、 ル・ アーブル港を始めとする近隣諸

を有していることでも知られる。

港にその機能がとって代わられることになった。

ディエップ港は、 古くから漁港として栄え、17

一方で、 このように歴史の舞台から取り残され

世紀頃には北海周辺のニシン漁のための最大の漁

たが故にその後大規模な開発が行われず、 伝統的

業基地としてフランス第1の港であった。現在でも

な様式の建築やウォーターフロントの構造物が保

ホタテ漁ではフランス最大の漁港である。貿易港

存されたままの昔の美しい景観が残ることになっ

としてのディエップは、 フランス第一のバナナ輸

た。今では、これらの資源を再評価し、ウォーター

入港であり、また、アンティル諸島、モロッコ、カ

フロントに賑わいを創出することによって観光地

ナリア諸島からの果物、 野菜の輸入港にもなって
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いる。

面積の約45％、総人口の約60％を占め、産業、労

また、 イングランドのニューヘブンと結ぶフェ
リーが就航していることから、 ディエップの街は
意外にもイギリス人観光客が多く、 大変賑わって
いる。

働力の大部分を擁するとともに貿易においても重
要な位置を占めている。
ゲントは、ブリュッセル、アントワープに次ぐベ
ルギー第3の都市であり、「花の都」と呼ばれ、5年

港にある回転式の遊具といえば、 我が国ではラ

に1度「ゲント・ フロラリア」という花の祭典が開

ンドマーク的な意味も兼ねてそびえ立つ観覧車が

かれることで知られる。今回の視察で訪れた、ユネ

真っ先に思い浮かぶが、 前述のオンフルール港と

スコの世界遺産にも登録されている鐘楼、 聖ニコ

同じくここディエップ港でも水際線近くにメリー

ラス教会、 フランドル美術の最高傑作といわれる

ゴーラウンド
（回転木馬）が置かれているのを見か

ファン・ アイク兄弟による「神秘の子羊」がある聖

けた。周囲の歴史的な景観とも良くマッチして、い

バーフ大聖堂の3つの塔と市庁舎などが並び立つ

わば
「あそび」の空間として観光客の目を楽しませ

姿は圧巻だった。

てくれる。同時に地元の人達にとっても、例えば結

ブルージュは、
「北方のベニス」と呼ばれる、ベル

婚式後に新郎新婦がこれに乗ってその幸せを周囲

ギーの代表的な観光都市の一つであり、2002年に

に振りまくといった演出にも利用されるというこ

欧州文化都市に選定されている。今回の視察では、

とだった。

旧市街地の街並みを視察するとともに、運河クルー
ズを体験した。ブルージュという地名の由来は、市
内に張り巡らされた運河に架かる無数の「橋」に因

3．ベルギー編

んでいるということだが、写真－6のとおり運河か

（1）ゲント（ヘント）からブルージュへ
ゲント、ブルージュ、アントワープのある、ベル
ギー北部のフランダース地域は、 ベルギーの国土

写真－6
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ら見る街並みは中世の面影を残した素晴らしい景
観を醸し出していた。

運河から見るブルージュ歴史地区

写真－7

アントワープ港の概要説明

（2）アントワープ港

写真－8

昼食の様子

て い る こ と（ロッテ ル ダ ム 港 の190haの 約3倍 の

アントワープ港は、北海からスケルト川を遡るこ

540ha）、2点目は、内陸から100kmとフランス、ド

と65km、英国、オランダ、ベルギー、ドイツ、フラ

イツ等のマーケットへの近さ、特に、ドイツ西部と

ンス、イタリア、スペイン等の
「バナナ」
と呼ばれる

は運河で繋がっている（14時間）こと、3点目は、石

ヨーロッパの生産と消費の心臓部に位置している。

油化学コンビナートを有していることからロッテ

このような地理的優位性を活かして、港勢の伸長

ルダムで降ろされた原油等をパイプラインで輸送

も著しく、コンテナ取扱貨物量は、ロッテルダム港、

し、付加価値付けができることが挙げられた。

ハ ン ブ ル グ 港 に 次 い で 欧 州 第3位 の898万TEU

概 要 説 明 に 続 き、I C O（I n t e r n a t i o n a l C a r

（2014年）
となっている。スケルト川沿いに7か所の

Operators；日本郵船（株）の全額出資の子会社）の

コンテナターミナルが配置されており、 右岸側に

ターミナルを視察した。この自動車用のターミナ

500万TEU
（うちMSCターミナルが450万TEU）
、左

ルは、 当初はマツダ車の専用ターミナルとしてス

岸側700万TEU
（ドイルガンクドック）
、その他200

タートしたが、 現在はマツダ車のほかに韓国ヒュ

万TEUの計1,400万TEUの取り扱い能力がある。

ンダイや米GM等年間40万台の車両を扱っている

同港ではコンテナ貨物の取り扱いのほか、 石油

とのことだった。ターミナルの土地は、全体面積が

化学品の取り扱いも多く、 背後にはヨーロッパ最

125haで、 アントワープ港湾局から45年契約で

大、世界的には米国ヒューストンに次いで第2位の

リースしているものであるが、上述したアントワー

石油化学工業地帯が広がっている。

プ港の強みの一つである倉庫面積の潤沢さがここ

主にWAVEの調査団員による同港の公式訪問で

でもいかんなく発揮されている形だ。

は、先ず、旧港の再開発地区に2011年5月にオープ

この地域は、 気象的にも雹（ひょう）の降りやす

ンした「MAS（Museum Aan de Stroom）博物館」1階

いところだそうだが、 近くに立地する原子力発電

のポートパビリオンにあるフロア・ マッピングで

所から排出される水蒸気によって上空が温められ

同港の概要説明（写真－7）を受けた。

雹が降ることはまれであることがこの場所に自動

説明の中で同港がヨーロッパ第1位のロッテル
ダム港を強く意識している様子が伺えたが、 同港
の強みとしては、まず第1に広大な倉庫面積を有し

車ターミナルを立地する決め手になったという説
明があった。
これに続きPSA社ターミナルオフィスの屋上か
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ら同港の主力コンテナターミナルであるドイルガ

日も店を閉めた後には夜間照明を施しているため

ンクドック（一部建設中）を一望した。

ウインドーショッピングなどを楽しむことができ、

事前にIAPH事務局を通して便宜供与を依頼して

夜間でも結構人通りが多いとのことだった。この

いたこともあって、 港務局から大変な歓待を受け

ような取り組みは、 中心市街地の商店街のシャッ

ることになった。 特に、 昼食をご馳走になった

ター通り化が問題となっている我が国の地方都市

「Landshuis Lillo」という場所は、19世紀初めのナ

にとっても参考になるのではないだろうか。

ポレオン統治時代に、 この港の重要性を認識した

ロッテルダム港は、ライン川の河口に位置し、北

ナポレオンが新たに武器や兵隊を駐屯させるため

西ヨーロッパへの玄関口として、 ヨーロッパ最大

に作った施設で、 当時のレンガ造りの建物はリノ

の取扱貨物量を誇る港湾である。同港からは、
食品、

ベーションされてレストランや公園として活用さ

車、コンピューター、化学工業の原料まであらゆる

れていた。

商品や貨物を、内航船、トラック、列車、パイプラ
イン等背後圏に住む約5億人に届けているといわ

4．オランダ編
（1）ロッテルダム港

れている。
ロッテルダム港は、 別名「ユーロ・ ポート」と呼

ロッテルダムは、16世紀頃から大西洋貿易の隆

ばれているが、 この呼称は1958年に同地で「国際

盛とともに港湾都市として発展していくが、1872

花博」が開催されたのを機にヨーロッパの中心的な

年にはマース川河口部の新水路を浚渫することに

港湾になるとの意気込みを内外に示すために使わ

よってロッテルダム港と北海が直結され、大型の外

れ始めたものだそうだ。ル・ アーブルからハンブ

航船の入港が可能となるなど拡大する貿易が更な

ルグまでの主要11港のうち、 原油などリキッドバ

る急速な経済発展につながり、アムステルダムに続

ルクの取扱量のシェアは約50％、 貨物全体では約

くオランダ第2の都市へと成長していった。

40％を占め、 また、 コンテナ貨物量は、1,230万

第2次世界大戦ではドイツ軍の爆撃によって旧

TEU（2014年）でヨーロッパ最大、世界では11位と

市街と港湾施設は徹底的に破壊され荒廃すること

なっており、 その名に恥じない港勢を誇っている

となったが、戦後は、これまでとは違った全く新し

といってもよいだろう。

い都市にするというコンセプトのもとで近代的な
都市づくりが進められた。

今回の視察では、 上記花博に際して造られたパ
ビリオンを移設した「ユーロ・ マスト」と呼ばれる

その象徴的なものが、同市の中心地に1953年に

塔の展望台から同港を一望する形になったが、 広

建設され、世界最初の歩行者天国といわれる「ライ

大な港全体を見渡すことはおろか、約40km先の北

ンバーン商店街」で、 道幅12m〜18mで約1kmに

海沿岸部近くに位置する最新鋭のコンテナターミ

亘って続くショッピングモールは道行く人を楽し

ナル群を目視することは残念ながらできなかった。

ませてくれる。今ではそれほど珍しくもないが、都

ロッテルダム港というと物流機能のイメージが

市の中心部から自動車を締め出す（商品の搬入車と

強いが、「ユーロ・ マスト」の足元ニューマース川

いえども例外ではないという徹底ぶり）という都市

の川岸にはレストラン・ シップやホテル・ シップ

計画は他の都市にも影響を与えるものとなった。

が所狭しと係留されており、 観光客などが訪れる

また、毎週金曜日のLate Shopping Dayには多くの

場所にはこのような形でウォーターフロントが積

店が夜遅くまで営業していることに加え、 他の曜

極的に活用されている様子が伺えた。
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心部を網の目状に張り巡らされている運河は、 各
所の閘門を経由してアムステル運河や北海運河と
接続されている。また、主要運河を横切る道路や鉄
道の橋は、 跳ね橋タイプの可動橋となっているも
のが多い。
（3）アイセル湖大堤防
オランダは、国土そのものがライン川、マース川、
スヘルデ川等主要河川の河口デルタと古い氾濫原
写真－9

ロッテルダム中央駅の巨大スクリーン

写真－9は、ロッテルダム中央駅（現在11万人の
利用客数が2025年には32万人に増加すると見込

で形成されており、国土の約3割が平均海面以下に
あるとともに、 高潮や河川の洪水位より低い土地
が6割以上にも達し、 人口の6割が海面下に居住し
ているという。

んで設計、 地下にはエスカレーターで出入りので

そのため、常に水害の脅威に晒されており、今回

きる800台の自転車を収容可能な駐輪場がある）の

視察したアイセル湖大堤防も、1916年に発生した

ホーム入口の巨大スクリーンに映し出されたロッ

大災害を契機に1920年から1932年にかけて築造

テルダム港紹介映像である。日本なら差し詰め東

されたものであるが、 災害からの復旧と今後の防

京駅八重洲口に東京港を紹介する映像が流れてい

災対策を第一義としつつも、 食糧増産のための土

るようなものだが、 ロッテルダム港のような大港

地の造成と貯水池の確保を目的としたもので

湾でさえ一見何の変哲もない日常の中にも絶えず

あった。

港湾の存在を一般市民や観光客に知ってもらう努
力が払われているのが印象的だった。

アイセル湖の干拓事業は我が国最大といわれる
八郎潟の干拓の約10倍の面積を有しているとのこ
とで、 当時のオランダ政府の並々ならぬ決意と努

（2）アムステルダム港

力を感じさせるものだった。

ロッテルダムは港湾機能、 アムステルダムは空
港機能に特化するという、 オランダ政府の基本政

5．ドイツ編

策に沿って、 近年海上物流の中心となっているコ

今回の調査では視察場所から次の場所への移動

ンテナ物流については、 ロッテルダム港がその役

はほとんどバスを利用したが、 羨ましいほどどこ

割のほとんどを担ってきたが、2003年にヨーロッ

までも続く平地のなかを突っ切って走る高速道路

パ各港におけるコンテナ貨物のオーバーフロー問

や幹線道路の両側には広大な農地や酪農の牧草地

題が発生したのを機に、 アムステルダム港の機能

が広がっていて、車窓から見る景色は、言葉は悪い

が見直され、 アジア航路等の定期船が就航するな

があまり変わり映えがしないものだった。視察を

ど代替港としての役割が注目されている。

効率的に進めるために、 それぞれの訪問地を対象

今回視察した多くの都市において運河の存在が

に各団員が分担して事前に調査した結果を移動中

我々を含め訪問者の目を楽しませてくれるが、 そ

のバスの中で発表することとしたが、 この退屈さ

の代表格がここアムステルダムだろう。市街地中

を補うに余りあるものだった。
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また、その合間を縫って、例えばドーヴィルでは

（2）ハンブルグ港

映画
「男と女」のテーマミュージック、 オンフルール

ハンブルグ港は、エルベ川河口から上流100km

ではドビュッシー作曲の交響曲
「月の光」
、
アントワー

に位置する河川港であり、 ドイツ最大の港湾であ

プでは
「フランダースの犬」のオープニングテーマ

る。2014年のコンテナ貨物取扱量は約973万TEU

「よあけのみち」
、 そしてハンブルグではブラームス

で、ドイツ国内では1位、ヨーロッパ内ではロッテ

やメンデルスゾーン、 ベルリンではベートーベンの
交響曲等と視察地にちなんだ音楽を鑑賞した。

ルダムに続き第2位の規模を誇っている。
ロッテルダム港やアントワープ港に加え、国内に

また、 日本では国道など交通量の多い道路の沿

あるブレーマーハーフェン港あるいは新たに大水深

道に付き物のコンビニや食べ物屋を見かけること

港として整備されたウィルヘルムハーフェン港等と

がほとんどなかった。これは、中村先生の言葉を借

競争関係にあるが、東ヨーロッパ諸国の経済成長を

りれば、 ヨーロッパの都市はもともと中世の城郭

取り込んで着実に貨物の取扱量を増やしている。

都市に起源をもつものが多く、 基本的に生活に必

また、ハンブルグは800年以上前に開港し、港と

要な基盤はすべて城郭の中に備えるという考え方

ともに発展してきた都市であり、 世界的な船社で

が生き続けていることに加え、 それぞれの都市が

ある、Hapag-Lloid社やHamburg Sud社が本社を構

その規模に応じた機能を備えることによって住む

えるほか数多くの物流関連企業が立地しており、

場所によらず同様なサービスが受けられるという

同港の発展を支えている。

階層的な都市間構造が確立していることに起因す

今回の視察では、 同港においてウォーターフロ

るものだが、 ドライバーにとっての利便性は兎も

ント開発が進められているハーフェンシティーを

角として、 日本の中小都市の中心市街地に発生し

視察した。ハーフェンシティー再開発計画は、ヨー

ているシャッター街化現象がほとんど見られない

ロッパ最大規模の都市開発プロジェクトとも言わ

ということにも繋がっている。

れており、 その対象エリアは、 市の中心部にある
City Hallから徒歩10分程度の場所に広がる157ha

（1）ブレーメン港

（ドック内の水域を含む）の区域である。再開発前

ブレーメン港はドイツ北部、北海へと注ぐヴェー

はコーヒー豆や紙の倉庫のほか電力供給施設など

ザー川の中流に位置する河川港である。同港から

も立ち並んでいたが、1960年代から物流の主役が

下流60kmの河口にブレーマーハーフェン港があ

コンテナ貨物に移り、 機能の陳腐化が急速に進ん

り、ブレーメン市の一つの港として機能している。

だため、 市議会によって5,800戸の住宅と4.5万人

前者は主にバルク貨物及び雑貨を取り扱い、 後者

の雇用を柱とする再開発計画が決定された。

は主にコンテナ貨物と自動車等を取り扱っている。

空間の豊かさを維持するため、車のアクセスを制

同港の近隣にハンブルグ港、 西にはロッテルダム

限し、歩行者主体のまちづくりを目指すとのコンセ

港、アントワープ港など有力な国際貿易港があり、

プトの下で、観光客を含めた歩行者が快適に移動で

それぞれが鉄道、高速道路、内陸水運等の輸送網に

きる動線を確保するとともにウォーターフロント

よって背後地と深く繋がっている。ブレーメン港

の魅力を満喫できる空間づくりが行われている。

はドイツ及びスイス、 チェコスロバキア等の諸都

同計画は、10のブロックに分割され、 中心市街

市と鉄道で結ばれており、特に、南ドイツや東欧を

地に近い地区から順次開発が進められている。現

背後圏としている。

在まで全体の10〜15％が完成したに過ぎないとい
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写真－10

ハーフェンシティー全景

われているが、 近年のクルーズ需要に対応するた

界から抜け出てきたような可愛い街並みは、 まさ

め、 クルーズターミナルについては先行的に整備

に「北ドイツの真珠」と呼ばれる所以を実感できる

が進められている。

ものだった。
注）エ リカ街道は、 ドイツの7街道の一つで、

（3）ツ
 ェレからポツダム、ベルリンを経てフランクフルトへ

Himmeiblau（ヘブンブルー）のバルト海、

（3）
－1

広大な原野、エルベ川と北海を結ぶ運河な

ツェレ

ツェレは、ドイツの首都ベルリンから西へ230km

ど、北ドイツの特徴ある自然とハンザ同盟

に位置し、 ハンブルグを起点に南へ延びるエリカ

都市が栄華を極めた時代の名残を感じる

街道の中継ポイントで、 人口7万人の小都市であ

ことができる約300kmの街道である。

る。第2次世界大戦の被害を受けなかったため、旧

（3）
－2 ポツダム、
ベルリンからフランクフルトへ

市街には15世紀から17世紀に建てられた木組みの

ツェレからベルリンに向かう途中ポツダム市に

美しい家が500軒ほど現存しており、 今も大切に

立ち寄り、 世界遺産に登録されているサンスーシ

保存されている。

宮殿と庭園を視察するとともに、 ナチスドイツ降

普通の視察調査では滅多に立ち寄ることがない、

伏後の1945年7月17日から8月2日にかけて米英ソ

古き良き時代のドイツの面影を残した地方都市を

3ヵ国の首脳が第2次世界大戦の戦後処理を話し

見ることも良い経験になるという中村団長のお考

合った「ポ ツ ダ ム 会 談」 の 場 と し て 有 名 な ツェ

えで行程に加えられたものだが、 まるで童話の世

ツィーリエンホーフ宮殿を視察した。
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また、ベルリンでは、第2次世界大戦後の東西分

7

おわりに

裂の歴史を今に残す、ベルリンの壁、チェックポイ

これまで幾度かヨーロッパを訪れたことがあっ

ントチャーリー（チャーリー検問所）、 そしてベル

たが、今回の視察では、初めて訪れたフランス北部

リンの壁崩壊時に象徴的な場所となったブランデ

のノルマンディー地方及びベルギーにまたがるフ

ンブルグ門（写真－1の背景）、また戦時中に空襲で

ランドル地方の小さな「みなとまち」や内陸諸都市

上部が破壊された当時のままの姿で、 戦争の悲惨

が、 あるものは近代化の流れの中で近隣港湾との

さを伝えるモニュメントとして残されているカイ

競争に敗れ、 歴史の舞台から取り残されたが故に

ザー・ウィルヘルム記念教会等を視察した。

当時のままの素晴らしい景観を残していたり、 ま

そして、総移動距離1，500kmに及ぶバスの旅に

た、 あるものは古くは百年戦争あるいは二度にわ

終止符を打ち、 新幹線で一路フランクフルトに向

たる世界大戦の戦禍を受けながらも、 戦争で破壊

かうことになったのである。

された建物や施設とその後新たに作られた建物と
をバランスよく組み合わすことによって、その
「み
なと」あるいは都市が持っている歴史や文化の香り

6．番外編
中村先生がWAVEの会長を務めておられた平成

を留めている場所が随所に見られ、 これが結果と

16年当時、 港湾協会の御巫会長（当時）とともに、

して訪れる人たちを惹きつけ、 他の場所にはない

「一般の市民にとって必ずしも身近な存在ではない
港をもっとよく理解してもらうため、本来「みなと」

魅力的な観光資源として地域振興に一役買ってい
る、そんな姿に直接触れることができた。

が持っている歴史や文化的側面にも光を当ててみ

現在、我が国においては、人口急減少、超高齢化

よう」という想いから「港と文化を語る集い」がス

社会の到来に備えて、 いわば地域の生き残りをか

タートし、今年で12年目（通算24回）を迎える。

けた取り組みが全国各地で進められている。政府

今回の視察においても、 中村先生のそのような

が掲げる「地方創生」においても、 今後いかに交流

想いに答える形で、（必ずしも港に関係したものだ

人口を増やし、 地域の活力を維持していくかが地

けに限らず）訪問した先々でその国や地域の歴史や

域の将来像を描くうえで欠くことができないテー

文化の一端に触れることを調査目的に加え、 行程

マの一つとして問われているが、「みなと」という

の許す限り美術館や教会にも立ち寄り、 以下に示

かけがえのない資産を持つ地域や都市とって、 そ

すような美術品の鑑賞を行った。

れぞれの「みなと」が持つ歴史や文化を背景とした、

ル・アーブル マルロー美術館…

その「みなと」や地域にしかない「宝物」に磨きをか

クロード・モネ「睡蓮」ほか印象派の絵画多数
ゲント 聖バーフ大聖堂…

案外身近なところにあるのかもしれない。そんな

ファン・アイク兄弟「神秘の子羊」ほか
ブルージュ 聖母教会…

ことを強く感じさせる視察だった。
このような貴重な経験ができたことに対し、 団

ミケランジェロ「聖母子像」
（彫刻）ほか
アムステルダム 国立美術館…
レンブラント
「夜警」
、フェルメール
「牛乳を注ぐ女」
ほか
アントワープ大聖堂（ノートルダム大聖堂）…
ルーベンス「三連祭壇画」
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け、 個性豊かな「みなとまち」に仕上げる仕掛けは

長の中村先生そしてツアーコンダクターの高橋氏
をはじめお世話になった皆様に紙面を借りて深く
感謝を申し上げたい。

