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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
一般財団法人みなと総合研究財団（WAVE）と

一般社団法人建設コンサルタンツ協会（JCCA）が
合同で実施する欧州インフラ事情調査は、平成21
年度から毎年実施されており今年度で9回目を数え
る。今年度は中村英夫団長（東京都市大学名誉総長）
をはじめ家田仁副団長（政策研究大学院大学教授）、
鬼頭平三副団長（みなと総合研究財団理事長）ほ
か総勢29名からなる調査団（写真−1）で、6月10
日より11日間、スウェーデン、デンマーク、ドイツ、
チェコ、クロアチアの5カ国、計13都市を巡った。

全体行程表を表−1、行路図を図−1に示す。移
動手段は日本〜欧州の往復とミュンヘンからザグ
レブ、ザグレブからフランクフルトを航空機、コ
ペンハーゲンからリューベック間で鉄道（途中、
列車ごとフェリーに乗り海を渡る）を利用した以

外はすべて貸切りバスによる移動であった。長時
間に及ぶ道中は、各団員が事前に調査した訪問地
に関する情報の発表や、中村団長、家田副団長か
らの解説にあてられるなど、大変有意義な時間で
あった。また今回の行程は冷戦時代（1945〜1989）
の東西ドイツを往来するもので、アウトバーン走
行中の車窓からの景色や街並みの違いを肌で感じ
ることができるものであった。（当時のドイツ地図
を図−2に示す。）

本調査は港湾や海辺の開発、街づくり・再開発
の事情調査を目的としており、コペンハーゲン・
マルメ港湾会社（以後CMP）、ハンブルグ港のク
ルーズターミナルを運営する会社Cruise Gate　
Hamburgを公式訪問し、主にクルーズに関連する
港湾整備動向について調査した。また、クロアチ
アでは在クロアチア特命全権大使である瀧口敬二

北欧、ドイツ北部の港湾を訪ねて
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写真−1　調査団一行（オーレスン海峡を背景に）
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図−1　全体行路図

図−2　冷戦時代のドイツ
表−1　全体行程表
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大使が国土交通省のご出身であるという縁を頼り
に、大使館ならびにクロアチアの海事副大臣を表
敬訪問し、港湾整備動向などの情報を共有するこ
とができた。

これら公式訪問、表敬訪問の成果を2章に詳述し、
その他調査結果については3章で報告する。

2．港湾整備動向調査
2.1  コペンハーゲン港、マルメ港

（1）国境を越えた港湾運営
デンマークのコペンハーゲン港とスウェーデン

のマルメ港は、オーレスン海峡の両岸に位置する
（図−3）。

所属国の異なるこの2港は、以前は良い競争相手
であったが、2000年に海峡横断路が開通したのを
契機に、国境を越えた運営統合に合意がなされた。
そして、2001年1月に本社をコペンハーゲンに置く
新会社、コペンハーゲン・マルメ港湾会社（以下、
CMPという）が設立され、一体的な運営が開始さ
れた。

同一国内において港湾運営会社が経営統合した
例は、国内では阪神国際港湾（株）（大阪港と神戸港）
や横浜川崎国際港湾（株）（川崎港と横浜港）、国

外ではThe Northwest Seaport Alliance（シアトル
港とタコマ港）などがあるが、国境を越えた港湾
運営は世界的にも珍しい。

CMPの出資比率はデンマークが50％、スウェー
デンが50％で、デンマークはすべて公的機関であ
るが、スウェーデンは公的機関（マルメ市）が
27％、民間企業が23％である（図−4）。

（2）CMP公式訪問
今回予定していたコペンハーゲン港のクルーズ

ターミナルの視察は時間の関係で叶わなかったが、
CMPの担当者から、クルーズ戦略について貴重な
話を聞くことができた（写真−2）。

図−3　コペンハーゲン港、マルメ港位置図

図−4　CMPの出資関係
（公式訪問時の説明資料に一部追記）

写真−2　CMP本社前



4  − WATERFRONT  DEVELOPMENT −

（3）CMPのクルーズ戦略
1）CMPのビジョン

CMPは以下の3つのビジョンを掲げている。
・Bridging-お客様との懸け橋になること
・Expanding-成長していくこと
・Leading-競合他社より先進的であること

競合他社も強敵であるため、競争に勝つにはさ
らに知識を身に付け、技術を向上させていく必要
がある。
2）ターンアラウンドの展開

乗客が寄港地に滞在する時間を増やし、そこで
の消費を促すためには、ターンアラウンドをどの
ように展開していくかが今後の課題である。コペ
ンハーゲン港が「発着港」となれば、乗客がコペ
ンハーゲンに滞在する時間が、単なる「寄港」の
時と比べ、2〜3倍となるため、その分多くの消費
が期待できる。
3）クルーズターミナル整備の考え方

クルーズターミナルを整備する意味は、下船し
た乗客が速やかに手続きを済ませてバスに乗り、
目的地に向かえるようにすることである。空港の
ターミナルを考えてみると、ターミナル内に店舗
がたくさんあり、居心地がよく、ターミナル自体
が「消費する場所」となっているが、それでは寄
港地（観光地）の消費は増えない。

クルーズターミナルは、ターミナル内に乗客が
とどまってしまうような居心地の良い場所であっ
てはならない。極端なことを言えば、かっこいい
デザインや座り心地の良い椅子などは必要ない。
乗客が下船後、速やかに観光地へ移動して、そこ
で消費することが最も重要である。
4）コペンハーゲン港の拡張

コペンハーゲン港の取扱品目は主に液体バルク、
ドライバルクで、クルーズ船はオーシャンキー、
フリーポート、ラングリニア、ノアドロ・トルボ
の4箇所で受け入れている。そのうちオーシャン

キーには3つのクルーズターミナルがあり、それぞ
れバス50台の取り回しが可能なスペースがその周
囲にある。

オーシャンキーは現在も拡張中で、2020年には
コンテナターミナルが完成する予定となっている。
また、そこには大型船対応の第4のクルーズターミ
ナルも整備される予定である。
5）マルメ港のクルーズ船受入れ対応の改善

マルメ港の取扱品目は主に液体バルク、ドライ
バルク、自動車で、自動車の占める割合が大きい。

クルーズ船の受け入れは、主にフリハネンで行っ
ているが、現状ではほとんど寄港がない。一時はター

図−5　コペンハーゲン港のクルーズターミナル
（公式訪問時の説明資料に一部追記）

図−6　マルメ港のクルーズターミナル
（公式訪問時の説明資料に一部追記）
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ンアラウンドのクルーズ船が年間約10隻となったこ
ともあったが、受入れ対応の限界に達してしまった
ため、顧客が離れてしまった苦い経験がある。

CMPとしては過去の失敗を踏まえ、これまでに
コペンハーゲン港で培ってきたノウハウをマルメ
港に注ぎ込み、現在クルーズ船の寄港がほとんど
ないマルメ港を、スウェーデンで3番目の港にした
いと考えている。（現在寄港数1位がストックホル
ム港、2位がビスビュー港）
6）CMPのビスビュー港における取り組み

現在、ビスビュー港のクルーズ船の寄港数はス
ウェーデンで2位であるが、近年のマーケットの伸
びに反し、寄港数は右肩下がりとなっている。理
由は、大型船が接岸できないことである。

船が接岸できない場合、乗客はテンダーボート
で上陸するが、3,000〜4,000人をテンダーボートで
移送するにはかなりの時間がかかるため、結果的
に船に残る人が増えてしまう。

これらの状況を改善するため、ビスビュー港で
は現在、2隻同時にクルーズ船が接岸可能な岸壁を
新設中である。この岸壁は2018年4月に完成予定で、
現時点で既に60隻の予約が入っている。

拡張したクルーズターミナルのオペレーション
については、本来であればビスビュー港の港湾当
局が行うべきであるが、今回は港湾当局の依頼に
よりCMPが行うことに決まっている。CMPは、コ
ペンハーゲン港で提供している質の高いサービス
をビスビュー港においても提供することを確約し

ている。CMPには豊富な経験と30年近い年月をか
けて育ててきた提携会社があるため、それが可能
である。

CMPとしてもビスビュー港を寄港地の選択肢と
して加えることにより、より幅広い戦略を立てる
ことができる。例えば、コペンハーゲン港をター
ンアラウンド港とし、ヘルシンキ港との往復を考
える際、ビスビュー港を中継地としたプランを企
画することができる。

2.2  ハンブルグ港
（1）ハンブルグ港の概要

ハンブルグ港はエルベ川河口から約100km上流
に位置する河川港である。開港は800年以上前にさ
かのぼり、港湾都市・ハンブルグも港とともに発
展してきた。

図−7　ビスビュー港を中継地としたプラン 図−9　ハンブルグ港拡大図

図−8　ハンブルグ港位置図
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ここには世界的な船社であるHapag-Lloydや
Hamburg Südが本社を構える他、数多くの物流関
連企業が立地している。

ハンブルグ港は、中継貿易や加工貿易の発展を
図るため、1888年に全域または一定区域に限り自
国の関税法を適用しないで外国貨物の自由な出入
りを認める「自由港・Free Port」に指定された。
現在はEU3大港（ロッテルダム港、アントワープ港、
ハンブルグ港）の一角であり、中・東欧、バルト
海諸国への中継拠点となっている。2016年度のコ
ンテナ取扱量は約890万TEUとなっており、ドイツ
国内では1位、ヨーロッパ諸国の中でもロッテルダ
ム港、アントワープ港に続き3位の規模である。

競合相手としては、ロッテルダム港、アントワー
プ港に加え、ドイツ国内にあるブレーマーハーフェ
ン港や新たに大水深港として整備されたヴィルヘ
ルムスハーフェン港などがあるが、東ヨーロッパ
諸国の成長を取り込み、着実に貨物の取扱量を増
やしている。

（2）ハンブルグ港のクルーズターミナル
ハンブルグ港では、以下の5箇所でクルーズ船を

受け入れている。
① Cruise Center Altona

2011年6月にガラス張りのモダンなクルーズター
ミナルが完成し、供用を開始している。鉄道のア
ルトナ駅から近い。

当岸壁には給電用のパワーバージ（移動式発電

施設）が配備されており、停泊中の環境負荷低減
に努めている。
② Cruise Center Steinwerder

エルベ川から南に掘り込んだ旧港湾の岸壁に、
大型船対応のクルーズターミナルが新設され、
2015年6月より供用を開始している。本調査にて
ターミナルを視察しており詳細は後述する。
③ Cruise Center HafenCity

クルーズ船の大型化に伴い、10年以上稼働して

図−10　ハンブルグ港のクルーズターミナル

写真−4　Cruise Center Steinwerder

写真−3　Cruise Center Altona

写真−5　Cruise Center HafenCity
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きた既存のクルーズターミナルを、大型船対応の
ターミナルに更新中である。完成後は乗客定員
5,000人の大型クルーズ船の受け入れ対応が可能と
なる。

当岸壁にもAltonaと同様にパワーバージが配備
されている。
④ Uberseebrucke

客船用の桟橋はあるが、バスやタクシーの待機
スペースがなく、乗降手続き等を行うクルーズター
ミナルもない。よって、発着港ではなく寄港港と
しての利用が主である。対象船舶としては5万トン
未満の小型クルーズ船を主に受け入れている。

桟橋の内側（陸側）には南米航路の貨客船「CAP 
SAN DIEGO」が保存係留されており、船内はホテ
ルとしても使われている。クルーズ船は桟橋の外
側（川側）に停泊する。

⑤ Alternative berth O’Swaldkai

通常はコンテナバースとして利用されているが、
他のクルーズふ頭が使用できないときなどに代用
される。クルーズ船受け入れ時の乗降手続き等は
仮設テントで行われる。

（3）ハンブルグ港の港湾運営
1）概要

ハンブルグ港は、かつては市が直接、港を管理
していた。しかし、不動産部門は財務省が所管、
インフラ等の港湾整備や港湾運営等は経済労働省
が所管しているなど、部門によって所管部署が異
なる港湾運営体制のあり方について、2000年頃か
ら問題視されていた。また、市の予算に頼らず外
部から資金調達を迅速に行い、市場のニーズに的
確に対応できる体制づくりの重要性も叫ばれてい
た。そのため、2005年10月に港湾運営の「経済的な
競争力の確保」「効率化」「柔軟性」を目指し、市の
組織から分離し、ハンブルグ港湾公社（Hamburg 
Port Authority：以下、HPAという）が設立された。
HPAは市が100％出資しており、株式も外部からの
出資もない完全な市の公社である。それまで州議
会を通して料金認可や拡張資金調達が行われてい
たが、現在ではHPAが自由に料金設定し、自由市
場から資金調達することが可能となった。
2）経営形態

ハンブルグ港は地主型の港湾である。HPAは岸
壁、ターミナル用地、臨港道路、港湾鉄道などを
整備・所有し、民間事業者にリースを行っている。
リースを受けた民間事業者は、荷役機械等の上物
の整備やターミナルの管理・運営および荷役を行
い、船社から使用料を徴収している。

現在、コンテナターミナルの運営を行っている
ターミナルオペレーターはHamburger Hafen und 
Logistik Aktiengesellschaft（HHLA）とEurogate

（ユーロゲート）で、クルーズターミナルの運営を

写真−6　Uberseebrucke

写真−7　Alternative berth O’Swaldkai
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行っているターミナルオペレーターはCruise Gate 
Hamburg（以下、CGHという）である。CGHは
2014年 に 設 立 さ れ、 前 述 の ①Altona、 ②
Steinwerder、③HafenCityの3箇所におけるクルー
ズターミナルのオペレーションを行っている。

（4）Cruise Center Steinwerder視察
今回、2015年6月より供用を開始しているCruise 

Center Steinwerderを訪問し、CGHの担当者より、
当ターミナルの概要およびハンブルグ港全体のク
ルーズ船受入れ状況等について貴重な話を聞くこ
とができた。
1）クルーズ船受入れ実績

当ターミナルのクルーズ船受入れ実績は、2015
年が26隻、2016年が76隻で、2017年は98隻の予定
となっており、今後さらに増える予定である。ハ

ンブルグ港全体の受入れ実績は約200隻となってお
り、その90％がターンアラウンドである。

ターンアラウンドの乗客はドイツ人が非常に多
く、次いでヨーロッパ圏内のスペイン人、フラン
ス人となっており、圏外の乗客は非常に少ない。
2）施設概要

当岸壁は、以前はコンテナターミナルとして利
用されていたが、近年の客船の大型化に対応する
ため、クルーズターミナルとして整備された。

当ターミナルの大きな特徴として、乗船用のス
ペースと下船用のスペースが分かれていることで
ある。乗下船を分離することにより、より多くの
乗船客の乗下船手続きおよび荷物の積み下ろしを、
迅速かつ効率的に行うことができる。

また、ターミナルのすぐ横には35,000m2の広大な駐
車場があり、パーク＆クルーズも対応が可能である。

写真−9　乗船用スペース（約2,200m2） 写真−11　駐車場（35,000m2）

写真−8　Cruise Center Steinwerder 写真−10　下船用スペース（約1,800m2）

駐車場
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乗客の乗下船については、2基あるギャングウェ
イ（可動式連絡橋）で行われるが、当海域は潮位
差が最大で3.7mあるため、ギャングウェイも高さ
調整が可能な構造となっている。

2.3  クロアチア
本調査での最終訪問国となったクロアチアでは、

在クロアチア日本国大使館の瀧口敬二在クロアチ
ア特命全権大使とクロアチア海事・運輸・インフ
ラ省のマルコビッチ海事副大臣への表敬訪問を
行った。

（1）大使館表敬訪問
大使館への表敬訪問は、瀧口敬二特命全権大使

と本調査団の副団長である（一財）みなと総合研
究財団の鬼頭理事長とが国土交通省時代の同僚で
あったことから実現したものである。

瀧口大使からクロアチアの政治体制や国内政治情
勢、地方行政・政治、外交関係に関する説明があっ
た。また、クロアチアが抱える内政課題や我が国と
の関係等に関して本調査団員と議論が交わされた。

（2）クロアチア海事副大臣表敬訪問
大使館表敬訪問後、クロアチア海事・運輸・イ

ンフラ省のマルコビッチ海事副大臣への表敬訪問
を行った。

本調査団員から我が国のクルーズ事情を説明す
るとともに、マルコビッチ海事副大臣からクロア
チアの港湾政策に関する説明があった。また、両
国におけるクルーズ振興における課題や方策に関
して意見交換が行われた。

3．その他調査結果
①オーレスン・リンク【マルメ、コペンハーゲン】

オーレスン・リンクはコペンハーゲン（デンマー
ク）とマルメ（スウェーデン）を隔てるオーレス
ン海峡を横断する鉄道道路併用の橋（形式：トラ
ス橋、斜張橋　延長：約7.85km）、人工島（延長：
約4.05km）、海底トンネル（形式：沈埋トンネル　
延長：約3.75km）の海峡横断路である。現在より
北側には最短で4km程度の箇所があるにもかかわ
らず、一大経済圏の形成を目指し敢えて長いルー
トを選定し、さらに1996年から2000年のわずか4年
間でこれほどのインフラを完成させているという
から驚きである。開通半年後に誕生したCMP（2.1
で報告）もあわせて国境を跨いだ一大経済圏の形
成に大きく寄与している。写真−12　在クロアチア日本国大使館

写真−13　クロアチア海事副大臣表敬訪問の様子
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自動車で横断にかかる時間は約45分、2日間の滞
在中、宿泊場所を変えることなく両都市を調査す
ることができた。車窓から洋上風力発電の風車が
整然と並ぶ姿は圧巻であった。両国はシェンゲン
協定（※1）に加盟しているため通常はフリーパスのは
ずであるが、デンマーク側からスウェーデン側に
入る際のみ国境警備員がバスに乗り込んできてパ
スポートチェックを受けた。シリア難民の北上を
阻止するためのものであると聞き、遠い国の出来
事だと思っていたことが目の前にあるのだという
ことを実感させられた。
※1　 ヨーロッパの国家間において国境検査なしで国境を越える

ことを許可する協定。　

②環境に配慮した街・ベストラハムネン【マルメ】
ベストラハムネンとは英語で「ウェスタンハー

バー」、日本語では「西の港」を意味する。マルメ
市西部の海岸沿いに位置し、かつては世界でも最
大規模の造船所を擁する重工業地帯として栄えた
地区であった。1970年代半ばの景気後退に伴い造
船業、製造業は大きなダメージを受け、1986年に
は造船所が閉鎖に追い込まれるなど一時は衰退し
た。1994年に新市長に変わり大きく前進したオー
レスン・リンクプロジェクトや、1998年のマルメ
大学設立を契機に再生可能エネルギーの活用、消
費エネルギーの削減、緑化・雨水の活用の3つの方
針を掲げたモデル的な環境都市として再開発が進

められている。この地区を象徴する高層建築「ター
ニング・トルソ」はスペインの建築家・彫刻家サ
ンチャゴ・カラトラヴァのデザインによる54階建、
高さ193mのスカンジナビアで最も高いビルであ
る。地上から最上階までの間で90度ひねった奇抜
なデザインに目を惹かれるが、最新のエコ技術も
しっかり組み込んだマルメのランドマークである。

③渡り鳥コース【コペンハーゲン〜リューベック】
コペンハーゲンからリューベック（ドイツ）へ

の移動は鉄道を利用した。コペンハーゲンからハ
ンブルグ（ドイツ）を結ぶ交通幹線は、中央ヨーロッ
パから北極やスカンジナビアへ渡る鳥のルートと

写真−16　ターニングトルソのデザインコンセプト写真−14　オーレスン海峡に整然と並ぶ風車

写真−15　ターニングトルソ



− WATERFRONT  DEVELOPMENT −  11

重なるため、「渡り鳥コース」と名付けられている。
途中、ロービュ（デンマーク）からプットガルテ
ン（ドイツ）の間の19kmはフェリーで結ばれてお
り、列車ごとフェリーに搭乗するものでる。日本
では1988年に廃止となった青函連絡船が最後であ
る。列車がフェリーに乗り込む様を観察しようと
思ったが、あまりにもスムーズで気がついたとき
にはすでに船上の列車となっていた。船上では安
全確保のため列車内に留まることが許されておら
ず、乗客は列車と壁の間の非常に狭い通路を通っ
て客室へと誘導された。45分と短い航海であるに
もかかわらず売店、カフェテリア、ビュッフェレ
ストランが充実しており、我々も窓越しに荒れた
海を眺めながらビール片手にソーセージを頬張る
者たちに溶け込み、しばしの船上の時を過ごした。

④ハンザ同盟の女王【リューベック】
リューベックは「ハンザ同盟の女王」として13

世紀末以降に遠隔地商業の中心港として栄えた街
である。トラヴェ川河口より20kmほど上流に位置
するが、水深が深く比較的大きな船の航行が可能
だったこと、静穏が確保される地理的条件なども
繁栄を後押ししたのだろう。16世紀後半にハンザ
同盟（※2）が消滅して以降衰えを見せたが、冷戦終結
を機にバルト三国、ロシアとの貿易が自由化され
たこと、RORO船に特化したことなどからハブ港湾
としての地位を再度確立している。時間の都合も
あり港の視察はかなわなかったが、世界遺産に登
録されている旧市街地を巡った。旧市街地の玄関、
2つのとんがり屋根の門はリューベックのシンボル

「ホルステン門」である。旧ドイツマルク紙幣にも

写真−18　船内より荒れた海を眺める
写真−20　 当時は金に並び高価なものとして取引され

た塩の倉庫

写真−17　列車と船内の壁の間の通路は非常に狭い
写真−19　旧ドイツマルク紙幣にも描かれたホルステン門
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展していった。第2次大戦後はバルト海沿いの町の
多くが東ドイツ領となったため、西ドイツでは特
に貴重な存在であった。オフシーズンのため人の
賑わいを実感することはできなかったが、砂浜に
シュトラントコルプ（※3）が整然と並ぶ景色はリゾー
ト地としてのポテンシャルの高さを十分感じさせ
てくれるものであった。
※3　 柳の枝を編んで作られた風除けの椅子。シュトラント＝浜

辺　コルプ＝枝編み細工　

⑥木組装飾の家並みが美しい街【ゴスラー】
ゴスラーは10世紀中頃に始まった銀鉱採掘に伴

い発展し、皇帝直轄領として歴代の皇帝・王の居
留地が置かれ、美しい街並みが形成された。11〜
13世紀には数々の帝国議会が開かれるなどヨー
ロッパの歴史のなかでも中心的な存在を示し、13

描かれている有名な門で、15世紀後半に防衛のた
めに築かれたものの、あまりの重さに地盤が不等
沈下し全体が傾いている。銘板に記される「1477」

「1871」の数字に興味をもち現地ガイドに聞いてみ
たところ、「1477」は建造年、「1871」は議会で取
り壊しを免れ保存が決まった年とのことであった。
※2　 中世後期から400年以上続いたバルト海沿岸の交易を独占し

た都市同盟。　

⑤海浜リゾート都市【トラヴェミュンデ】
トラヴェミュンデはトラヴェ川の河口の町

（「ミュンデ」は「河口」という意味）であり、海
の少ないドイツ人にとっては海水浴が楽しめる貴
重なリゾート地である。バルト海には古くからベ
ルリンの王侯貴族が訪れていたが、19世紀後半に
は庶民も訪れるようになり、リゾート地として発

写真−23　ドイツに現存する宮殿様式の建物では最大規模の皇帝居城

写真−21　シュトラントコルプが整然と並ぶ砂浜 写真−22　シュトラントコルプ
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⑦水の楽園、新湖水地方【ライプツィヒ】
ライプツィヒ市の西部から南部を中心に約20箇

所の湖が存在するが、中でも代表的なコスプーデ
ン湖（面積4.4km2は日本の本栖湖4.5km2と同規模）
を視察した。これらの湖はかつて褐炭（石炭の中
でもっとも低品位）の露天掘りが行われた跡であ
り環境破壊の象徴であった。近年そこには水が湛
えられ、周りに草木が植えられ、現在では多くの
野鳥や魚が生息する場となっている。水質も入浴
水としての基準値をクリアするまでに改善され、
海水浴やウォータースポーツを楽しむひとで賑わ
いを見せていた。あまり詳しい資料が得られてお
らず、「どのような経緯で計画が進められたの
か？」、「どのように水を貯めたのか？」、「どのよ
うに水質を改善したのか？」、など不明な点は残さ
れたものの、改善された自然が人々を癒している

世紀半ばにはハンザ同盟にも加入し金属商人たち
がイギリス、フランスへと商売を広げ繁栄を極め
た。短時間ではあったが皇帝居城をスタートに美
しい木組装飾の家並みが続く旧市街を視察した。
ゴスラー発祥とされるゴーゼビールについては「大
麦麦芽とホップのほかに小麦麦芽も用い、コリア
ンダーなどの薬草や大量の塩が加えられている」
との情報が団員より寄せられており、さっそく街
中の商店を尋ね求め試飲した。味は聞いて想像し
ていたよりいたって普通、百聞は一飲にしかずで
あった。

写真−27　水着の老人に話を聞く中村団長と団員写真−25　ゴーゼビールを発見し試飲する

写真−24　 伝統的な木枠を組合せたデザインが美しい
家並み 写真−26　湖畔をハイキングするご年配の集団
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ヴァントハウスや、そこで指揮を務めたことでも
知られるメンデルスゾーンの終の棲家に立ち寄れ
たことは非常に感慨深いものであった。

⑨ヨーロッパ最大の駅【ライプツィヒ】
ライプツィヒ中央駅はヨーロッパ最大の面積を

有し、鉄製のアーチ型屋根が連なる空間に23線も
のプラットホームが頭端式（※4）に並ぶ。東西ドイ
ツ統合後に全面的に大改装され、商業施設「プロ
メナーデン」が一体化されている。日本の駅と比
較すると天井が高く、空間の使い方が圧倒的に贅
沢である。また、ヨーロッパの鉄道は改札がない
ため人の往来の自由度が非常に高い。日本では鉄

という現実は十分認識することができた。単純な
経済効果だけでなく、時間をかけてでも負の遺産
を浄化し共生する、このような思い切ったことが
日本でもできるようになってほしいと感じた。

⑧音楽の都【ライプツィヒ】
我々が訪れた6月14日は毎年開催されるバッハ音

楽祭と重なっており、街中はその雰囲気に包まれ
ていた。ヨハン・セバスチャン・バッハゆかりのトー
マス教会では、楽団のリハーサル風景に遭遇し美
しい音色にしばし聴き入った。また、日本でも有
名なゲヴァントハウス管弦楽団の本拠地であるゲ

写真−29　トーマス教会、バッハ像の前にて

写真−28　ゲヴァントハウス前にて

写真−30　メンデルスゾーンの書斎

写真−31　ライプツィヒ中央駅の外観
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道駅が街や人の流れを分断してしまっているとい
う問題を耳にするが解決のヒントになるのではと
感じた。
※4　 ヨーロッパのターミナル駅ではよく見られる構造で櫛型

ホームとも言われる。日本では私鉄の起点、終点駅、JRの
駅では函館駅、上野駅、高松駅などがある。　

⑩アンペルマン【ライプツィヒ】
道路付属物設計を専門とする団員より事前の情

報提供があり、ライプツィヒでは街中の歩行者信
号のデザイン「アンペルマン」にも注目した。旧
東ドイツ時代に、より視認性に優れるものという
ことで交通心理学者がデザインしたものである。
単純な色や記号に置き換えるだけでなく「絵文字」

で表現したことが最大の特徴である。1990年のド
イツ再統一後に旧東ドイツの多くの文化とともに
一旦は姿を消したが、1996年にそのデザインに惹
かれた旧西ドイツ出身のデザイナーの発信による
復活運動が起こり、1997年にはベルリンの交差点
に復活したといわれている。今では、交通安全の
シンボルとして活躍するほか、ドイツ統一のシン
ボル、復活のシンボルなど、様々なシンボルとし
て活躍している。一見見過ごしてしまいそうなこ
とではあるが、さまざまな分野に通じた専門家た
ちで構成される視察団だからこそ着目できたポイ
ントであった。

⑪戦災復興都市【ドレスデン】
ドレスデンは「エルベ河畔のフィレンツェ」と

称され、バロック様式の美しい街並みと数多くの
文化財を有する都市であったが、第二次世界大戦
の終盤に連合国軍の無差別爆撃により壊滅的な被
害を受けた。戦後、ソビエトの占領地域となり、
1949年からは東ドイツの一都市となった。復興に
当たって社会主義的な考え方を押し付けられた市
民の反発は大きく、1990年のドイツ再統一後は経
済的、技術的な問題も解消されたことで歴史的に
価値のある建築物を忠実に再建しようという機運
がいっそう高まった。その象徴ともいえるのがフ

写真−33　 頭端式であること、改札がないことから人
の往来の自由度が高い

写真−32　アーチ型屋根と頭端式のホーム

写真−34　歩行者信号のデザイン「アンぺルマン」
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⑫共産主義時代の香りが残る街【プラハ】
プラハはチェコ共和国の首都である。第二次世

界大戦後、チェコスロバキア共和国として独立、
1948年からは共産党の一党独裁制によるソ連型社
会主義国となり、1960年からはチェコスロバキア
社会主義共和国となった。1989年の「ビロード革命」
とよばれる民主革命を契機に共産主義体制は終結、
1993年にはスロバキアと分離して現在の体制と
なった。また、2009年にはバラク・オバマ前アメ
リカ大統領がこのプラハの地で「核なき世界」を
目標に掲げた演説をし、のちにノーベル平和賞を
受賞したのは誰もが知るところである。

プラハでの宿泊は郊外のホテルで、市街地まで
は地下鉄を乗り継げば30分程度。一見の価値有り
と聞いていたプラハ城とヴルタヴァ川（モルダウ

ラウエン教会の再建で、10年以上の歳月をかけ
2005年にかつての姿を取り戻している。そしてド
レスデンの復興は現在も続いており、元の建物に
忠実に、もしくは同様のファサード（正面部分）
となるように再建されることになっている。日本
人も古いものを大切にする気質は持ち合わせてい
るが、ここまで忠実に再建しようとするドイツ人
の気質には執念、魂のようなものを感じざるを得
なかった。

写真−36　再建されたフラウエン教会

写真−35　 フラウエン教会の残骸は平和の象徴として
保存されている

写真−38　市街地も街灯は少なく暗い

写真−37　ホテルの最寄駅は近代的なデザインなのだが
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部分が完成当時の姿を残している。レーゲンスブ
ルグには、旧市街地の街路や広場を修復する際の
石畳の石の大きさや不規則配置、目立たない色彩
に限定するなど厳しい指針がある。また、建物か
ら看板が突き出ているような景色も無く、旧市街
地への大型車両の乗入も完全に禁止されるなど、
その他の規制も相当に厳しい。これはヨーロッパ
全般に言えることではあるが、日本ではもっとも
厳しい景観条例が敷かれる京都でさえも、この域
には到底達していない。日本も個々の便益を多少
犠牲にしてでも守るものは守る、というメンタリ
ティーをもう少しでも取り入れてはどうかと感じた。

川）に架かるカリル橋の夜景を観るべく有志で集っ
た。ホテルで現地通貨コルナに両替をして地下鉄
駅に向かうも券売機に紙幣の投入口はなく、駅構
内のカフェで両替を求めるも、レジを開けて小銭
がないことをアピールされるだけであった。駅の
周りには両替できそうな所はなく、ホテルフロン
トでさえ小銭はないと断られた。その後の団員の
粘り強い交渉により小型バスをチャーターし無事
に夜景を拝むことはできたが、共産主義体制を脱
して20年近くを経過してなおこのような状態にあ
ることに驚きを隠せなかった。また、市街地は観
光客でにぎわっているにも関わらず、街灯が非常
に少なく、足元には細心の注意を必要とした。し
かし、評判の夜景は圧巻で、観光客をこれだけ集
めるのも納得の美しさであった。

⑬中世の風情を残す街【レーゲンスブルグ】
レーゲンスブルグは中世の中央ヨーロッパ商業

都市の風情を色濃く残しており、旧市街地とシュ
タットアムホーフは2006年に世界文化遺産に登録
されている。15世紀頃から繁栄に取り残され、第
二次世界大戦の戦火を逃れたことから旧市街地に
は15世紀以降の新しい建物が少ない。旧市街とシュ
タットアムホーフを結ぶシュタイナーネ橋も12世
紀中頃に建造されたドイツ最古の石橋であり、大

写真−39　プラハ城とカリル橋の夜景は本当に美しい 写真−40　 12世紀中ごろに建造されたシュタイナーネ
橋は修復中

写真−41　 旧市街の街並みは露店や駐車車両も景観の
一部に感じられる
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ラッツ市場は咲き誇る赤いパラソルと色合い豊か
な果物が青空に良く映え、その鮮やかさは心に刻
み込まれるものであった。また、そこには平和だ
からこそ醸し出される人々の活気を十分感じ取る
ことができた。

4．おわりに
中村団長をはじめ家田副団長、鬼頭副団長ご尽

力もあり、街づくりやインフラを語るうえで背景
にある歴史や文化、政治動向などを理解すること
の重要性について学ぶことができた。昨今の日本
はいささか近視眼的で、長期的な展望をもった総
合的な合意形成がなされていないと感じることが
ある。これまでにも多くのものを見てこられた中
村団長が、このような現状を憂い、長い歴史の中
での街づくりの過程やそれを支えるインフラの重
要性、そしてそのような仕事に携わることへの誇
りを伝えようとする姿にはただただ頭が下がる思
いである。私達も微力ながらこの思いを後世に伝
えるべく力を尽くしていきたい。

⑭民族紛争の地【ザグレブ】
ザグレブを首都とするクロアチア共和国は、

1991年にユーゴスラビア社会主義連邦共和国から
の独立を宣言している。独立に関わるクロアチア
軍とユーゴスラビア連邦軍との間には紛争が起こ
り、クロアチア人からの迫害を恐れ独立反対を主
張したクロアチア国内に住むセルビア系住民との
民族紛争にまで発展した。元々隣同士に住んでき
た者が互いに銃を取り合い、市街戦を繰り広げる
惨劇であった。1995年に終結してから約20年、
2009年にはNATOに加盟、2013年にはEUにも加
盟している。誰が悪いとも言いがたい民族間の紛
争、島国である日本人としてあまり実感したこと
はないが、昨今の朝鮮半島情勢を考えると我々も
無責任に平和を叫ぶだけでなく、現実的な問題と
してしっかりと捉えていかなければならないと痛
感した。

ザグレブの市街地を歩いた第一印象は、社会主
義時代や紛争時代の名残りなのか、どことなく色
彩の淡白さを感じた。しかし、大聖堂の傍らのドー

写真−42　青い空に映える赤いパラソルと果物


