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「スマートグロースポートの研究〜コペンハーゲンで考えたこと〜」

NPO法人リサイクルソリューション会長　山縣　宣彦

私のタイトルは、「コペンハーゲンで考えたこと」
ということで、堀田善衛がインドで考えたように、
私もちょっとコペンハーゲンでいろいろ考えてみ
ました。なぜコペンハーゲンなのかということを
含めて、これはまた後でお話ししたいと思います。

これはもう皆さんにはよく見ていただいている
ものですけれども、港湾局が、昨年、PORT2030と

いう、これからのビジョンというものを出しまし
た。それをポンチ絵で示したものですが、港湾局
が久々に長期構想といいますか、ビジョンをつく
りまして、今まで、そういうものがないまま来た
期間が長かったので、今回、こうやって若い人を
中心にビジョンをつくっていただいたということ
に、感謝しているし、それを何とか実現したいな

海外情報

（以下のレポートは、令和元年 10 月 3 日に NPO 法人リサイクルソリューション主催で行われた RSO シンポジウム「みな
とづくりの新たな視点」において、上記テーマで講演した内容を一部加筆修正したものである）

•	「PORT	2030」　主な施策（1）
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という思いでいます。
それで、このPORT2030の趣旨、8つの柱という

のがあるのですが、特に今日のみなとまちづくり
に関連して言うと、Premium Portという言い方を
していますけれども、3番目の「列島のクルーズア
イランド化」とか、あるいは、4番目の「ブランド
価値を生む空間形成」、こういったところをこれか
ら目指していこうとしているわけです。

特にクルーズについては、従来、我々は物流の
港というのを中心に考えてきて、人流というと、せ
いぜいフェリーとか離島航路ぐらいだったのです
が、ここに来て、クルーズという新たな黒船が来た
ものですから、これを何とか東アジア、あるいは日
本近海で展開させ、これで港湾を活性化させる一

つの材料にしたいという思いがあると考えます。
それから、港のまちづくりという意味では、ク

ルーズという新たなニーズが出てきたので、これ
を一つのきっかけに、港のまちづくり、再開発を
したらどうかと、そういう意図がこの中に込めら
れているのかなと思います。

加えて、「メガヨット」と書いてありますが、「スー
パーヨット」とかという言い方もしますが、世界
の富裕層が使っているクルーザーのようなもの、
これもどんどん日本に誘致していく必要があると、
こんなことが、この絵の中に示されております。

あと、それ以外のこともこの絵に描いてあるの
ですが、これは今回のテーマと異なりますので、
説明は省かせていただきます。

•	「PORT	2030」　主な施策（2）
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•	新みなとまちづくり宣言（令和元年 5 月）

•	新みなとまちづくり宣言
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このように、国のほうでビジョンが示されました。
私は、みなと総研の理事長もしているのですが、今
年の5月に、我々の自主研究の活動の一環で、「新み
なとまちづくり宣言」というものを世の中に公表しま
した。国の方でも新たなビジョンをつくられましたし、
それを応援するという意味で、「海・みなとからみた
地域づくり」、これを進めていこうじゃないかという
ことでして、水辺を初めとする、港に係る地域資源、
ストック、そういったものをうまく再生・活用していく。
結果として、みなとまちとしての地域の価値の向上、
魅力の増大、それが人口の増加に結びつくのではな
いか、こういう内容のことを宣言として出しました。

昭和60年代、ウォーターフロント開発を支援すること、
これが、私どもみなと総研の前身の港湾空間高度化セ
ンターのミッションでした。当時、日本各地、いろんな
港で再開発というプロジェクトがあったわけです。

ただ、残念ながら、日本経済自身がその後低調
だったということもあったと思いますが、それに
続くウォーターフロント開発が進んでいるかとい
うと、若干、怪しいという状況でした。平成になっ
ても、幾つかのプロジェクトはあるにしても、小

ぶりというか、地域が限定的というか、そういう
時期が長く続いてきたように思います。

近年も、港湾地区で例えば倉庫のリノベーショ
ンであるとか、ロードサイド型の開発等々の事例
はあるのですが、非常にスポット的であるとか、
あるいは、せっかく水辺があるのに、ロードサイ
ドの開発が実は水辺を全然使っていないとか、そ
ういう事例が結構見受けられます。ここはひとつ、
もう一度「水辺」というものをうまく取り入れた「み
なとまちづくり」をしませんかと、こういう宣言
を投げかけたわけでございます。

そうは言っても、どういうみなとまちづくりをする
のかということを、これは私見ですけれども、どう
いう視点で考えていったらいいのか示してみました。

港というのは、物流にしろ、人流、先程クルー
ズと言いましたけれども、それぞれ形態がどんど
ん変わっていきます。例えば船は大型化するとか、
そういった変化がございます。それから、産業構
造も変わってくる。そういう変化に対して求めら
れる港湾機能をどういうふうに展開していくのか
というのを、まず考える必要があります。

•	みなとまちの今後を考える視点

・	物流・人流の形態や産業構造の変化に対応して、求められる港湾
機能をどう展開していくのか？

・	陳腐化する旧港地区と市街地をどう連携しながら共存共栄を図って
いくのか？

・	「すまい」と「みなと」の関係をどう折り合いを付けていくのか？

・	広域的に港湾の連携を進めるためには、どうすべきか？
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それから、ともかく施設は毎年確実に陳腐化して
いく。それから、荷役方式も変わっていく。そういう
中で、旧港地区といいましょうか、昔ながらの港の場
所と、もともとの市街地、これをどう連携しながら共
存共栄を図っていくのか、こういう視点も必要です。

それから、従来、住まいということについて、ど
うも港湾サイドというのはあまり考えていなかった
のかなと。その折り合いをつけていく時期にそろそ
ろあるのではないかという問題意識もあります。

それと、一つの港の中だけで考えないで、広域的
に港の再編といいましょうか、機能の再編を含めて
考えないといけない時期にあるのではないか。その
辺を問題意識として持っているということです。

そこで、どこに参考となる事例があるのかと、
リサイクルソリューションの前会長の新井さんに、
世界の港を見るとすると、どこがいいですかと相
談したところ、「まずコペンハーゲンなんかいいの

ではないか。ボストンとか、バルセロナとか、色々
あるけれども、コペンハーゲンが一番いいのでは
ないの。私、昔行って、いろいろ勉強したよ」と
いうことだったので、幾つか当時の資料を見せて
いただいたわけです。後で写真もお見せますが、私、
一番衝撃だったのは、サイロがマンションに変わっ
ているとか、ドックもマンションに変わっている
ということでした。こんな奇抜な発想で港という
のはどんどん変えていけるのだというのを知った
ものですから、これはやっぱり自分で見なきゃい
かん。「見てなんぼだ」ということで、コペンハー
ゲンに、今年の春ですけれども、ひとりで、自腹
を切って3泊4日。とにかく、歩いて歩いて歩き回っ
て、まあ自転車も使いましたけど、隅から隅まで
見た次第です。

これが、私が行ったところですけれども、黄色
が歩いたところで、赤が、自転車を借りて動いた

•	私が徘徊したルート（2019.5.25（土）〜 5.27（月））　　　赤：自転車　黄：徒歩
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に税金が高いのですね。消費税も24％ぐらいです
かね。日本はやっと10％になりましたけれども。

実は、所得は、一人当たりGDPでみると高いの
だけれども、可処分所得で見ると12位で、日本は
16位。そんなに違わないのかなと。

そんな国だということを、ざっとイメージして
いただければと思います。

コンテナの関係では、マースク社、これはコペ
ンハーゲンが本社です。ちょうど港のところに本
社がございました。それから、航空会社でいうと
SASですね。これは北欧3国の共同設立会社です。

それから、もともとは酪農国ですけれども、北
海油田が開発されたものですから、これで随分潤っ
て、洋上プロジェクトにおけるいろんなノウハウ、
技術をベースに、今は、洋上風力発電、陸上も含
めてですけれども、風力発電の分野では世界を牽
引する国になりました。

ところです。図面下のスケールからすると、数十
キロを3日間、全部、みなとまちの端から端まで見
てまいりました。写真も撮って撮って撮りまくっ
て、そういう中で自分なりに感じたみなとまちづ
くりのヒント、これを今日ご紹介したいというこ
とでございます。

デンマークという国ですけれども、幸福度ラン
キングが、世界の中で第2位ということで、非常に
幸せな国である。日本は58位です。

後でも出てきますけれども、とにかく災害が少
ないですね。発生リスクでいうと、171カ国中149
位ということで、リスクは低いということです。
一方、日本は17位ですから、日本というのは非常
に自然災害のリスクの多い国です。

それから、経済的には、一人当たりGDPは6万ド
ルですから、世界10位。日本は3.7万ドルで26位。
ただ、ご存じのとおり、北欧の国ですから、非常

•	デンマークという国

・	国連の幸福度ランキング（2019 年）では、世界 156カ国中、第 2位
で幸せな国、一方日本は第 58位

・	自然災害の発生リスクで見ると、国連大学の調査では、171カ国中、
第 149 位でリスクが低い、一方日本は第 17 位でリスクが高い

・	 一人当たりGDPは6万ドルで世界10位、一方日本は3．7万ドルで26位
（2018年）、家計可処分所得では、デ国は12位、日本は16位（2017年）

・	世界一のコンテナ船運航会社であるマースク社はコペンハーゲンが本社

・	フラッグキャリアーであるSAS は北欧 3 国の共同設立会社

・	元々は酪農国であるが、北海油田で潤い、風力発電では世界をけん引

・	グリーンランドは自治領
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最近、トランプ大統領の発言で有名になりまし
たけど、グリーンランドはデンマークの自治領で
ございます。

港の状況ですが、これも後で話題になるのです
が、コペンハーゲンという港は、実は今、マルメ
という、隣国のスウェーデンの港と一緒になって
一つのポートオーソリティになっています。釜山
港と一緒に日本の港が、同じ港になれるか？あり
得ないですけれども、実は、コペンハーゲンとマ
ルメという、異なる国の港が一つのポートオーソ
リティになっております。それをCMPと申してい
ますけども、大体コンテナでいくと16万という、
あまり大きな港ではございません。それから、バ
ルクでも1,000万トン弱。クルーズは結構潤ってい
て、バルト海のクルーズの拠点港になっています。

それから、人口は52万人。たまたま清水港で講演
する機会があったので比較しているのですけれど

も、清水港と比較しても、バルクは大体一緒ぐらい、
コンテナは清水港のほうが上。一方、クルーズはコ
ペンハーゲンのほうが上。そんな感じでございます。

先ほど言いましたように、今年の5月に、ひとり
で3日間、延々と歩きました。おかげで、足に豆が
できるし、ひどい目に遭いましたけども、やっぱ
り見てなんぼかなという意味では、非常によかっ
たなと思っています。

コペンハーゲンの主要部はシェラン島という大
きな島に位置し、その先に海峡というか、運河が
あって、アマー島という島があります。この島に
国際空港があります。さらにその先にオーレンス
峡という海峡があって、それを渡るとスウェーデ
ンのマルメという町があります。

コペンハーゲンを横切る海峡は、幅が、狭いと
ころで200〜300mでしょうか。対岸が見えるぐらい
の、非常にいい距離感の海峡です。バルト海とい

•	コペンハーゲンの概要
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うのは、潮位差がほとんどないですので、恐らく
この海峡もあまり流れがないだろうなと想像して
います。実際、行ったときには、流れというもの
は特に感じませんでした。

歴史を紐解きますと、コペンハーゲンというの
は、12世紀ごろにできた町でして、商業の町で、
名前は「商人の港」という意味です。これは、広
大の古田先生の論文に出ていたものです。図の真
ん中にクリスチャンボーの城があるのですけれど
も、それを城郭で囲むような形で、中に市街地が
ある。町がどんどん大きくなると、城壁を拡大し
ていって、図の右上に星印の、五稜郭みたいなも
のですけれども、カステレット要塞が築かれまし
た。対岸のアマー島も埋め立てを行い、現在もそ
れがきれいに城郭として残っている。ただ、中心
から西側の城郭については堀を埋め、今現在は鉄
道敷きとか、道路敷に変わってきています。ただ、

現在でも、昔の姿といいますか、水路も含めて、
随分残っている。これがコペンハーゲンの大きな
魅力になっていると思っております。

現在の町並みですが、昔の水路、町の中央の海峡、
そして城郭があります。ちょうど真ん中に中央駅、
その前面がチボリ公園。岡山では失敗しましたけ
れども、もともとのチボリ公園で、今でも活況を
呈しています。

港は海峡沿いに発展しており、有名なニューハ
ウン、「新しい港」という場所が中央にあります。
その周辺は市街地になります。

右上の写真は、ラウンドタワーという市街地の
中心にある高い塔から撮った写真です。このよう
に、教会の塔が見えますけれども、それ以外には
高い建物は見られないという町並みです。

ただ、一つ高い建物が、駅前にあります。私が
泊まったホテルの「ラディソンSASロイヤルホテ

•	コペンハーゲンの今昔
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ル」です。これは、有名なヤコブセンという建築
家が設計したホテルでして、1960年にできた、22
階建ての建物で、私は十数階の部屋に泊まりまし
たが、そこから撮った写真が右下です。眼下に中
央駅、その先にチボリ公園、さらにその先に港が
見えるわけです。こういう唯一の近代的な高い建
物が一つあるのですけれども、あとはほとんど高
い建物がない、のぺっとした街だということです。
これがコペンハーゲンの状況です。

歴史的にはどう変遷したかということですが、
先ほど、街の形の変遷をお見せしましたけれども、
港でいうと、コペンハーゲンの中心地の前面、
ニューハウンという辺りがもともとの旧港になる
わけです。その後、荷役形態がどんどん変わって
きたということもあって、機能的には、内港と言

われる地区から、外港、北港とか、外延部に機能
を移していった。一方、南港と言われる、南側の
エリアは、石炭の積み出し機能があったのですが、
その必要性がなくなったので、ここはむしろ住宅
系に変えていったという経緯がございます。この
ように、歴史とともに港の機能もどんどん場所を
変えていったというのが実態でございます。

それで、これからずっと写真をお見せするので
すが、ともかく写真を撮って撮りまくって、いろ
いろ感じたことを、ヒントという形で、19項目あ
るのですが、書いてみました。写真とともに説明
しますが、ともかく日本ではあまり感じなかった
ようなことが、「へえー、そうなんだ」ということ
が随分ありましたので、それを一つ一つご説明し
たいと思います。

•	現在の街並み
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•	コペンハーゲン港の歴史的変遷

・	物流は、「内港」から「北港」へ

・	南港の機能転換（石炭積出機能から水辺のある住まいへ）

•	コペンハーゲンにおけるみなとまちづくりのヒント

・	機能空間の分離と共存への配慮
・	中心市街地との一体性
・	水辺を生かしたまちづくり
・	回遊性の確保
・	歴史の記憶を留める配慮
・	古くなった施設のリユース・リノ
ベーション

・	教育の場との融合
・	アトラクション？の導入
・	夜の楽しみ
・	環境への配慮

・	海洋スポーツ・レクリエーション
の積極的導入

・	運河・水路の積極的活用
・	アートによる演出
・	奇抜なアイデアによる「遊び心」
・	段階的、分散的に配置されるラン
ドマーク的施設群
・	大胆な広域連携
・	クルーズ需要への賢い対応
・	将来開発余地の担保
・	新しいエネルギー源への先進的
対応
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1つ目ですが、機能の空間をきちんと分けている。
そして共存させるような配慮ができているという
ことです。もともと古い港のエリアの機能という
のは、どんどん移していくわけですけれども、再
開発をしていくエリアというのをきちっと位置づ
けられているし、工業エリア、例えば発電所とか、
それ以外の公園系の施設は、外側のほうに展開し
ていく。さらにその次ということでは、長期展開
地区として、北側に埋め立てをどんどん進めてお
るということです。

ですから、機能の空間というものをきちんと分
けて、特に再開発する中では、賑わい、住まい、
働く、そういう空間をきちんと位置づけて、計画
的にやっているという気がいたしました。

もう一つの点は、港単独ではなくて、中心市街
地との関係というのをよく考えているなというこ
とです。これは1962年から年を追って、ストロイ
エがどういうふうに展開していったかを表してい

ます。ストロイエとは歩行者専用空間でして、コ
ペンハーゲンの有名な観光スポットです。年を追っ
て、色のついているところ、すなわちストロイエが、
徐々に増殖していっているのがわかります。

なぜこういうことをしたかというと、戦後自動
車社会になって、商店街に車が入ることによって、
賑わいが失われてきた。そこで思い切って歩行者
空間にしようということで、ここは随分議論があっ
たようですが、環境問題も含めて、議論をした上で、
結構賑わいが戻ってきたじゃないかということで、
その後どんどん拡げていった。ニューハウンと言
われる場所が中心市街地の端にあり、港とその前
面の海峡周辺、それらが再開発エリアとなり、ス
トロイエの展開と一体となって開発されている、
そういう経緯があるということです。

もう一つは、ともかく水辺を生かしたまちづく
りというのができているなということです。一つ
のシンボリックな施設としては、文化施設という

•	機能空間の分離と共存への配慮　（賑わい＋住まい＋働く）空間と工業地区
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ものがあるわけですけれども、例えば左上の「ブ
ラックダイアモンド」と言われる、公立の図書館。
水辺に近代建築がありますが、この後に古い図書館
の建物があります。全面が海峡になります。要する
に、海峡に面したところにこういった施設ができて
いる。ちなみに、これは1999年に竣工しています。

それから左下が王立劇場。劇場なのですが、こ

れが2008年にできています。ここも全面が水面で
ございます。

右下が、2005年完成のオペラハウス。先ほどの
王立劇場の海峡を隔てた反対側に位置します。一
番最近できたのが、1年前、2018年の5月にできた、

「BLOX」と言われる複合施設（右上）。これらの施
設はすべて水面に面しています。ですから、中に

•	中心市街地との一体性；ストロイエ運動との連携

•	水辺を生かしたまちづくり；賑わい施設（文化施設他）
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入ると、例えばレストランからすぐ前面が水面であ
るとか、とにかく水面というものを常に意識した設
計ができているというのが非常に印象的でした。

同じように、水辺を生かしたまちづくりという
意味では、住まいもそうです。これは新井先生に
貸していただいている資料がありまして、先生が、
2000年ごろですかね、コペンハーゲンに調査に行
かれて、入手された、「ウォーターシティ」の再開
発計画のパンフレットの表紙です。

当時、水辺を生かしたウォーターフロント開発
をしようということで、上の写真の白い丸のとこ

ろ2か所、これを住まいのエリアとして変えてい
こうというプランをつくったわけです。プランで
は、ウォーターシティをうたっています。その

「ウォーターシティ」とは何かというと、この下
に描かれたポンチ絵のとおりです。すなわち、「庭
付きの家」から「水辺付きの家」に変えていきま
しょうと。そういうものを提供していきましょう
ということを、2000年当初、計画として打ち上げ
ていたわけです。さてさて、では今はどうなって
いるんだろうかということで、見に行ったわけで
ございます。

•	水辺を生かしたまちづくり；住まい
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先ほど、円が2つありました。北港地区と南港地
区。これがまず北港地区の現在の状況です。左上
の写真では、下がオフィス系で、上が住宅です。
全面の堀みたいなところは、この水面はヨットハー
バーとしても使われています。

それから、右上の写真の左側、さっき少し言い
ましたけれども、これがサイロを使ったマンショ
ンです。サイロがマンションになっています。右
下ですが、水路に面して、こういった住宅系の建
物がございます。この護岸の向こうにサイロのマ
ンションがあるのですけれども、この護岸も全部

ウッドデッキにしてあり、この写真のように白鳥
がたむろしているわけです。この護岸も、よく見
ると、直線じゃなくて、あえて曲線にして、この
先に水面を活用した海水浴プールがあったりして、
とにかく水面をうまく使っているなと。水面をど
う生かすのかという発想でまちづくりがされてい
るなというふうに思いました。

左下は、この地区にあった、水面に面した造ら
れた低層マンション群です。水辺への近接性も考
えられています。

•	水辺を生かしたまちづくり；住まい（北港地区）
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これは南港地区の様子です。これも、このよう
に水面に近づけるような階段式の護岸にしていた
り、住宅のすぐ横が水面だとかの工夫が見受けら
れます。

あと、この写真には出ていませんけれども、こ
の奥に小学校がありまして、小学校の前が水面に
なっている。このように、ともかく水面を生かし
たみなとまちづくりをしっかりやっているという
感じがしました。

•	水辺を生かしたまちづくり；住まい（南港地区）
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これは、南港地区と北港地区のちょうど真ん中
あたりの海峡の東側の写真です。ですから、これは、
先ほど紹介したウォーターシティ計画策定の前か
ら進められていたところです。左上の写真のよう
に前面が海峡になります。海峡沿いにプロムナー
ドがありまして、それにほぼ直角に、3つの道をつ
くっています。「水の道」（右上）、「緑の道」（左下）、

「人の道」（右下）と言っているそうですが、その

間の空間に、マンション群が配置されています。
今は非常に成熟した街並みを形成していました。
「水の道」というのは、実は深さが20〜30センチ

ぐらいしかない水面でして、なぜこういう人工的
な水辺をつくるのか？それほど水辺というものを
意識して、住まいをつくっているという事例で、
その後のウォーターシティ計画に繋がるのだと思
い、なるほどと感心するわけでございます。

•	水辺を生かしたまちづくり；住まい（南港地区と北港地区の間）
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それから、同じように、左上の写真のようにオ
フィス街も、海峡に面するところが遊歩道（プロ
ムナード）になり、その後ろにオフィスビルをつ
くっていく。あるいは、新しいオフィスだけじゃ
なくて、右上のように古い施設を活用したオフィ
ス施設にしていく。ちなみに、このビルの看板に
はカルバンクラインのマークがございまして、こ
の場所が縫製工場なのか、デザインセンターなの
か、ちょっとわかりませんでしたけれども、そう
いったものに変えているわけです。ですから、こ
の古い建物をそのままリユースして、きちんと生
かしているという事例。左下の建物、これは昔な
がらの色で彩られていますが、これもちゃんとリ
ノベをして、オフィスとして使っていました。

それから、右下の写真、これは、掘っ建て小屋の
ように見えますけど、実はオフィスです。場所は、ギ
ザギザのように見える城郭の運河に面したところで
して、写真の奥には水面も見えます。元々昔の海軍
の倉庫みたいな建物ですが、それをそのまま活かし
て、実はこの中は設計事務所みたいになっています。
訪問したのが日曜日でしたから休みでしたので、人
はいませんでしたが、ちなみに、水面に面したところ
にカヌーが置いてあって、昼飯食ったら、すぐこのカ
ヌーで遊びに行くんだなと、そんな感じの雰囲気が
ありました。これがまさにコペンハーゲンのど真ん中
にあるわけですね。こういうまちづくりをしている。

それから、次のヒントですけれども、回遊性とい
うのを確保しています、ということです。自動車に

•	水辺を生かしたまちづくり；働く場（オフィス、町工場）
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頼らない足の確保がしっかりとできている。実は、
私は、先ほど示しましたように、赤線で描いたよう
に自転車でみなとまちを回ったのですけども、町全
体を自転車で全部回遊することができるのです。要
するに自転車道、もちろん歩いても回れるのですけ
れども、こうやって港を隅から隅まで行けるような
仕掛けができているのですね。そのために、左上の
写真、これはヨーロッパの街はみんなそうですけれ
ども、市内の道路には歩道と自転車道は必ずついて
います。ですから、自転車を借りれば、とにかくど
こでも行ける。町なかもそうですけれども、港のプ
ロムナードを含めて、全部自転車で回れる。

そして、右上と右下の写真、これが海峡を渡る
歩道・自転車道橋です。右下の写真は、先ほど見

せたものとは別のサイロを使ったマンションです
けれども、この前に、こういった海峡をまたぐ歩
道＋自転車道橋があります。

ちょっとタイプが違うのですけれども、右上の写
真は可動式です。移動して、真ん中がグーッと開く
タイプ。あと、真ん中でぐるっと回転するタイプと
か、幾つかのタイプがあって、海峡を横断できるよ
うな、歩道・自転車道橋が3〜4カ所ございました。

あと、左下は水上バスが写っています。国立劇場
の前の水上バス停です。こういう水上バスが定期的
に、この海峡を行ったり来たりしているわけです。

面白いのは、先ほど新井さんもイギリスの例でも
言われていましたけれども、とにかく市内交通が便
利ですね。バスもそうですし、この下に地下鉄が走っ

•	回遊性の確保（自動車に頼らない足の確保）；自転車道と歩道整備、水上バス、公共交
通の共通化、可動式海峡横断歩道・自転車道橋）
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ていますけども、地下鉄、それから国鉄、みんな同
じ切符で乗れるのですね。ですから、我々観光客も
非常に乗りやすいシステムになっています。

このように、まずは自動車に頼らなくても、市内ど
こでも行ける、そういう回遊性がしっかり確保されて
いるというのが印象的でした。日本のみなとまちでは、
このように回遊性が確保されているところは、部分的
にはあったとしても、これほどのものはないですね。

それから、次のヒントですけれども、歴史の記憶
をとどめる配慮ができているということです。歴史的
な城郭が市内至る所に残っています。左上は有名な、
世界三大がっかりの像である人魚の像です。これは
カステレット要塞という城郭の前にあるわけでござい
ます。場所は、内港地区と北港地区の境界辺りです。

あと、右上の写真とか左下の写真、これらは産業
モニュメントです。昔、臨港の鉄道が引かれていて、
貨車が使われていたわけですが、それをそのまま残
しているんですね。線路も残しているし、そこで使っ
ていた貨車をそのまま、モニュメント的に残してい
る。面白いなと。当時の施設をそのまま残している。

この場所には写真右下のように、こういう碑が
ございまして、昔はこうやってみんな力を合わせ
て土を運んできて、碑の後ろの緑のところですけ
れども、公園にしましたよということを写真で示
している。ただ、残念なのは、碑に写真のように
落書きがあったりして、少しがっかりなんですけ
れども、そういうふうな場所もありました。

それから、古くなった施設のリユース、リノベ

•	歴史の記憶を留める配慮；城郭、産業モニュメント
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がまたよくできているなと。先ほどから何回も言っ
ていますけれども、左上と左下の写真のように2カ
所ございますけれども、サイロを使ったマンショ
ンがあります。左上が最初で、左下が北港の最近
できたマンションです。すごいですよね。「サイロ
がマンションになるのか」と。この発想だけは、
私もちょっとびっくりしました。結構大きなサイ
ロです。これが北港の住まいエリアの中に、こう
いう施設があって、ちょっと異様ですけれども、
なるほどと、うならせるデザインです。

次の右上と右下の写真も同様、うならせるデザ
インです。これが、先ほどちょっと言いましたけ
れども、ドックをリユースしたものです。ドック
といっても、海軍の船のおそらく修繕ドックなの

で、あまり大きくありません。日本だと、利用し
なくなるとすぐ埋め立てて、他の何かにしようか
なと考えるのが普通だと思うのですが、コペンハー
ゲンでは、水面をそのまま残して、その上に、写
真のような屋根付きの建物をつくって、1階がオ
フィス系で、上が住居になっていますけれども、
こういうものをつくるのですね。この発想もまた
びっくりしました。場所的には、先ほどのギザギ
ザに見える運河に面したところですけれども、グー
グルでもしっかり確認できるのですが、こういう
ことをやっているんですね。

だから、既存の、昔ながらの施設を、いかにう
まくリユースするのかという意味では、非常に参
考になる事例だと思います。

•	古くなった施設のリユース・リノベーション；サイロ、ドック
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それから、同じように、これはよくありますけれども、
倉庫をホテルにする。これは日本でも、U2といわれる
尾道の倉庫をホテルに変えた例がありますけれども、
もっと大々的にやっています。これらの写真は、ニュー
ハウン地区の昔ながらの倉庫をホテルに改装した例で
す。左下の写真のように3棟ございますけれども、こ
のうち左側2棟、これが71ニューハウンホテルという、
高級ホテルです。残る1棟はオフィスに改装されてい
ます。左下が海峡側から見たところ。左上のように横
から見ると、こういう感じで、こちら側に玄関があり
ます。このホテルは高く、1泊4万ぐらいする。だけど、
新井先生から勉強のため是非ここに泊まるようにと指
導を受け、大枚をはたいて泊まりました。

中は右上の写真のようになっています。何とな
くおわかりになると思いますけれども、こういう
昔ながらの材料をそのまま使って、中はしっかり
リノベをして、奥に浴室があって、手前がベッド
ルーム、非常にコンパクトで、清潔で、6階建てぐ
らいでエレベーターもありますけれども、そうい
うホテルがあります。これはコペンハーゲンでは
有名なホテルです。

右下はすぐ横に、アドミラルホテルという、こ
れも倉庫を改良して、これも高級ホテルがありま
す。前面には水面が見えます。場所は、王立劇場
の横になります。こういうふうに倉庫をきちっと
ホテルに変えた例がいくつかございます。

•	古くなった施設のリユース・リノベーション；倉庫からホテルへ
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それから、これは本当にビックリしたのですけ
れども、「教育の場との融合」と書いていますが、
左上の写真はコンテナターミナルです。北港地区
の北側のこの場所までふらふらと自転車で行った
わけです。写真にはガントリークレーン写ってい
ますが、ここはコンテナターミナルだと思って見
ていたら、この手前の建物から子どもたちが出て
くるんですよ。「えーっ」と思って、よく見たら、
インターナショナルスクールでした。ですから、
コンテナターミナルの真横に学校があるわけです。
もちろんフェンスがあって、中には入れないよう
になっていますけれども、こういう発想って日本
であるだろうかと。コンテナターミナルの横に小
学校がある。こういうことをやっているのですね。

写真を撮ろうとしたら、子どもたちが出てきた
ので、写そうとしたら、先生から個人の映像は撮っ

ちゃだめだと叱られました。左下は子供を避けて
写した庭とその先のコンテナターミナルです。小
学校とコンテナターミナルは、ちゃんと共存でき
るのだという確認ができました。

右のグーグルの映像は、対岸のスウェーデン・マ
ルメ港ですが、この丸で囲ったウエスタンハーバー
地区というところは、もともと造船所があったので
すが、全部撤去されて、今は住宅地になっています。
マルメ港自身はまだアクティブですけれども、この
再開発地区に大学を誘致したのですね。マルメ大
学です。マルメ大学自身は別なところにあったと思
うのですが、大学をこのように港の再開発地区に
誘致している。教育施設というのも、決して港の再
開発と合わないわけじゃないなと。結構うまく、そ
こは折り合いがつけられるのではないかというふ
うに思ったところでございます。

•	教育の場との融合；コンテナターミナルに併設するインターナショナルスクール、マルメ大学
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それから、次に、「アトラクション？」と書きま
したけれども、港というのは、賑わいという意味で
は、音とか、いろんなものがないと面白くないと思
います。実際、バンクーバーとか、シドニーとか、
どこでもそうですけど、水上飛行機というのが普通
に港の上空を飛んでいます。ここコペンハーゲンで
も、左上のように水上飛行機のステーションがござ
いまして、左下のように実際に飛んでいました。恐
らく遊覧飛行です。このステーションはどこかとい
うと、例の人魚の像がある内港と北港の境界辺り
にあります。賑やかしとしての水上飛行機というの

はしっかりと導入されているなと。
あと、動物ですね。とにかく、どこに行っても、

カモメはいるし、アヒルはいるし、その他、カチ
ガラスとか、いろんな動物が平然とたむろしてい
る。港の魅力を増すというときに、特に子どもさ
んには、動物というのは一つの呼び水になるだろ
うなと前から思っていましたが、動物が、何も危
険を感じなくて、平然と暮らせるような、共存で
きるような、そういうみなとまちというのもあり
かなと思ったところでございます。

•	アトラクション？の導入；水上飛行機、動物
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それから、夜。ナイトエコノミーと最近よく言っ
ていますけれども、夜もしっかり魅力がないとい
かんということです。左上の写真、私のホテルの前、
これは夜の8時ぐらいですけれども、ご存じのとお
り、夜がおそいものですから、午後8時でもこうい
う薄暮みたいな感じです。対岸のオペラハウスが
見えましたけれども、美しい夜景です。右下は私

の写真ではないのですが、ニューハウンも夜はこ
んな感じです。右上は海峡沿いにあるバーですけ
れども、夜は夜できちんと楽しめるようなレスト
ランもあるし、そういう場所がきちんと用意され
ている。夜になったら誰もいないというのではな
くて、夜は夜で楽しめる場所というのがきちんと
港の中にあるというのは、なるほどと思いました。

•	夜の楽しみ；夜景、レストラン・バー
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それから、次は、環境への配慮。環境への配慮
というと、いろんな配慮があると思うのですが、
一つは、先ほどちょっと言いましたが、自動車交
通をしっかり排除しているということなのですね。
ストロイエは、まさにそうですけれども、左上の
写真、これは、ニューハウンのところで、もとも
と車が通っていたのですが、今は歩行者専用です。
ただ、早朝は、ごみ収集車が走っていました。で
すけど、普段は、とにかく車は乗り入れ禁止とい
うことで、歩行者専用という形になっています。

それから、右下の写真、これは、海峡の横にあっ

た建物、これはオフィス系ですけれども、その前の、
いわゆる緑地、小さな箱庭なのですが、ここで私
びっくりしたのは、普通、緑地にすると、日本だと、
芝生を植えて、花壇があって、きれいな木を植え
てと、そんなイメージでつくると思うのです。しか
し、ここコペンハーゲンでは、石があって、在来植
生をそのまま植えているだけなのです。ですから、
あえて緑地をこぎれいにする必要はないのかなと。
在来植生をそのまま使って、自然岩も使って、そう
いう庭とか緑地であっても決しておかしくないの
ではないかということを感じたということです。

•	環境への配慮；自動車交通の排除、景観重視、在来植生への配慮
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前ページの右上の写真も同様です。これはアマー
海岸です。この場所は、新たに埋め立ててつくっ
た海岸ですけれども、ここの植生も、この写真の
ように雑草を植えているわけですね。雑草と言う
と失礼かもしれませんけれども、在来植生でいっ
ている。でも、それはそれで一つの景色でもある
わけです。もともとの風土、景観ですから。これ
をきちんと生かしているということだと思います。

それから、前ページの左下の写真。手前は、ギ
ザギザの城郭の水面です。遠くに煙突があります。
これは、工業地区にある発電所でして、その発電
所の煙突です。日本でも確かに港の中に工場の煙
突がある例がありますが。この煙突はアートして
いると思いませんか。よく景色に溶け込んでいる
なと。煙突とか、景色に違和感を与えるものを、
非常にうまく融和させるような配慮が、このよう
に色々なところでできているなという気がしまし
た。

この写真がそうですけれども、煙突の色づけも
オシャレだし、煙突にかぶさったような、何かわ
けのわからない付帯物、これをあえて設置してい
るのです。何か景観となじむような、そういう配
慮をしているわけです。これは誰が考えたかよく
わかりません。そこまで調査しませんでしたけれ
ども、工業地区と、手前の再開発地区とを、うま
くマッチングできるような配慮ができているなと、
私は本当に感心しました。

•	景観重視の取組み
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それから、次に、スポーツ関係です。港には水
辺がありますので、これを市民にしっかりと使っ
てもらおうということで、そのための仕掛けがで
きています。一つはヨットハーバーです。左上の
写真、これはアマー海岸にあるヨットハーバーで
す。このヨットハーバーで面白いのは、左下の写
真です。これも、新井先生に見ておけと言われた
ので行ったのですが、この屋根が曲がったような
建物はクラブハウスです。クラブハウスの屋根が
板張りになっていまして、ここを自由に上まで上
がれるのです。こういう発想も面白いなと。下か
ら歩いていって、一番高いところにあがって、自
由に写真を撮れる。下はクラブのオフィスとして
使っている。屋根を自由空間として使うという発

想、これも面白いなと思いました。
それから、右上の写真、これはアマー海岸のと

ころにある桟橋です。ここは、実はスキューバダ
イビングの練習する場所になっていました。この
中の水面で、数人のグループが、インストラクター
のもと、スキューバの訓練をしていました。入口
には、右下の写真のように、こういうポスターと
いうか、表示があったので、撮りました。これは
お尻ですよね。男性のお尻と女性のお尻。要するに、
このテントの向こう側で着替をしていますよとい
うところなのです。とてもかわいらしいなと思っ
て撮ったのですが、このように、スキューバダイ
ビングを積極的に楽しめるような仕組みもござい
ました。

•	海洋スポーツ・レクリエーションの積極的導入；ヨットハーバー、スキューバ
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それから、左上と左下の写真、これは海水浴施設
です。円形の、わけのわからない、掘っ建て小屋み
たいなもの、これは台風が来たら、当然、吹っ飛ぶ
と思いますけれども、ただ、コペンハーゲンには台
風は来ないのですね。ですから、こういう建物でも
大丈夫なのです。木製です。この場所はどこかとい
うと、アマー海岸の端になります。5月末に行った
のですが、海水はとても冷たいのですけれども、しっ
かり、年配の方が数人、ここで服を着替えて、泳い
でいました。我々日本人はちょっと無理かなと思う
のですが、そういう海水浴場も用意されていました。

それから、これもまた私びっくりしました。右上の
写真です。水面利用という意味で、海峡のところに、
浮体式のプールをつくっているのですね。何でそこま

でこだわるのかなという感じですが、これは、ただ、
コペンハーゲンだけではなくて、フィンランドのヘル
シンキでも同様に、水面にわざわざ浮体式のプールを
つくって、泳いでいるのですね。ヘルシンキでは人で
一杯でしたが、この場所には誰もいませんでした。場
所的には、内港地区の南端辺りです。この辺の海峡に
面した水面を使って、そこが浮体式のプールになって
いる。そうか、そういう使い方があるのだと。日本で
は誰も考えたことないですよねと、そういう話です。

それから、水面があると、カヌーが登場します。
右下の写真のように、みんなが漕いで、カヌーの
大群が突然やって来るわけです。とにかく水面を
楽しく使おうではないかという感じのものが、しっ
かりと根づいておりました。

•	海洋スポーツ・レクリエーションの積極的導入；カヌー、海水浴
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それから、コペンハーゲンでは、海峡に繋がる
運河、水路というものがしっかりと張りめぐらさ
れていて、これを上手く使っています。どういう
使い方をしているか。もちろん、先程の浮体式の
プールもそうですが、左上の写真、これはニュー
ハウンの水路で、ここに歴史的な木造船が係留し
てありまして、要するに船舶博物館になっている
わけです。水面にそのまま、木製の昔の船を並べて、
それが博物館になっている、そういう使い方をし
ています。それから、右上と右下の写真、よくあ
る観光船ですね。背の低い観光船でして、本当に
通れるのかなと思わせるような橋の下をギリギリ

でくぐりながら、運河の隅々まで観光できるよう
な仕掛けができている。

それから、左下の写真、これも面白いのですが、
これはモーター付きのボートが係留されています。
これ、一般の人が乗れるかなと思うと、ここでは
特別に、何の資格もなくても、これで海峡をうろ
うろできるそうです。私は乗りませんでしたけれ
ども、お金を払えば、このボートを借りて、モーター
付きで、海峡をぐるぐると回ることができる、そ
んな仕掛けもできているということです。いずれ
にしても、運河、水路というものを、使えるもの
は何でも使おうという感じがありました。

•	運河・水路の積極的活用
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それから、これも面白いのですね。アートです。
左上と左下の写真、この2つがアートです。アート
の写真はまだ幾らでもあるのですけれども、この
二つはとても面白いなと思いました。左上の写真、
人がいるのかなと思うけど、これは鉄くずででき
た人ですけれども、海を見つめているのですね。
この彫刻が置いてありました。この見つめる先に
世界最大のコンテナ船社マースク社の本社があり
ます。

右上の写真、これはどの場所かということ北港
地区のクルーズターミナルとフェリーターミナル
がある場所です。このクルーズターミナルの名前
は、ラングリニアクルーズターミナルでして、写

真ではクルーズ船が2隻着いています。それから、
対岸に、フィンランドに向かうフェリーターミナ
ルがございます。

これは構想で、まだ実際はできていないのです
けれども、写真のように両岸に高い建物をつくっ
て、その間を橋で、歩道と自転車道を結ぼうとい
う計画なのですね。よくまあ、こんなことを考え
るかと。別に少し陸伝いに回ればいいじゃないか
と思うんですけども、あえてこういう計画もつくっ
ている。いつ実現するのか知りませんが、こうい
う遊び心というのですか、奇抜なアイデアをやろ
うとしています。

それと、右下の写真、これは、ネットで見たの

•	アートの導入と奇抜なアイデア
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ですが、浮かぶ公園なのですね。フローティング
公園。これは実際にあるはずなのですけど、私は
発見できませんでした。多分、移動して、どこか
に行っているのだと思います。こういうふうに自
分のカヌーで行って、乗り移る。これを公園だと
言っているのですね。こういう発想もなかなか日
本では考えられないなという気がいたしました。

それから、いろんなランドマーク的な施設が配
置されているのですが、一気に造らないで、段階
的に、かつ分散的にできているということですね。

左上の写真は一つの例ですが、この建物はオペ
ラハウスです。先ほど話した火力発電所の煙突が
後ろに見えています。この横は、今、工事中でし

たけれども、そこにこの新しい建物ができること
になります。実は、これは、国際コンペで、日本
の隈研吾さんが当選して、彼のデザインしたウォー
ターフロントカルチャーセンターというものが、
2021年にできるそうです。場所はニューハウンの
前面辺りになります。

このように、ともかく、次から次へと、非常に
魅力的な文化施設を順番に配置していく、そして
一か所に固まらないで分散的に配置する、そうい
う配慮がありました。

それから、今度は広域的な観点です。左下の写
真の左端がコペンハーゲンです。その横にアマー
島。広い海峡を隔てた右側の陸地、ここはスウェー

•	段階的、分散的に配置されるランドマーク的施設群

•	大胆な広域連携（オーレンス・リンクの完成とマルメ港との一体化）
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デンなのですね。先ほど話したマルメという町が、
ここに示した町です。実はここは、2000年に、オー
レス・リンクという橋ができました。橋といっても、
真ん中にある人工島の左側は沈埋構造、右側は橋
梁構造です。このリンクは鉄道と道路の併用構造
です。完成した2000年に我が国の瀬戸大橋と姉妹
橋の　関係を結んでいます。瀬戸大橋と同じ、鉄
道との併用橋ですので。16キロぐらいあるのです
けれども、このリンクで結ばれたということを契
機に、実はコペンハーゲンの港とマルメの港が一
緒になって、国は違うのですけれども、ポートオー
ソリティをつくったのです。国を跨いで、港の運
営を一緒にやっているという、非常に特異な例で
す。それぞれに事情もあったと思うのですが、そ
ういうこともやっちゃうということですね。

それから、「クルーズ需要への賢い対応」と書き
ましたけれども、実はコペンハーゲンには4つのク
ルーズターミナルがあります。ただ、主に使われ
ているのは、ラングリニアとオーシャンキーとい
う2つのターミナルです。ラングリニアは、人魚の
像がある要塞の近くですから、都心に近いところ。
オーシャンキーというのは、私もこの場所まで自
転車で行きましたけれども、これは車でないと行
けないような、都心から離れたところです。

オーシャンキーには、3つクルーズターミナルが
あります。これらのターミナルをどう使い分ける
かということです。ちなみに、ここはバルト海の
発着港として、この港が起点になって、クルーズ
が出るわけです。そういう発着機能はオーシャン
キーに任せると。ですから、このターミナルでク

•	クルーズ需要への賢い対応　（4つのターミナルと使い分け）
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ルーズに乗る人は、飛行機等でここまで来て、こ
こで乗船して、バルト海周遊をするという形にな
ろうかと思います。

そうではなくて、他の港で乗船して、ここに寄
港するクルーズ船もあるわけですね。そうしたク
ルーズ船は、どちらかというと、ラングリニアを
使う。なぜかというと、都心に近いわけですから、
着いたお客さんが、短い停泊期間の中で、早く都
心に来ていただいて、そしてお金を使っていただ
く。その仕組みにするために、近いほうは寄港型
のクルーズターミナル、遠いほうは発着港型のター
ミナル、こういう使い分けをしているのですね。
全てのクルーズ船がそういうオペレーションをし
ているかどうかわかりませんが、基本的な考え方
として、そういうことをしている。日本も、そう
いう意味では、参考になるのかなと思いました。

それから、次は将来性です。左の写真は、先ほ
どの2000年のウォーターシティ計画のパンフレッ
トの図。右の写真が現在。グーグルからとったも
のです。何が違うか。アマー海岸の整備した場所
が拡がったなというのがわかるのと、もう一つ変
わっているのは北港の先のエリアです。外側にど
んどん延ばしているのがわかります。

この拡張した場所に、オーシャンキー・クルー
ズターミナルがあります。この場所に行ったとき
も、この周辺にはフェンスがあって、その向こう
側では多数のダンプトラックが入れ替わり出入り
していました。恐らく、廃棄物とか、残土とかそ
ういったものがどんどんこちらに持ちこまれてい
るのだろうなと思うのですが、将来的には、こち
ら側にどんどん展開していくということのようで
す。将来的には、地下鉄もこちらの方向に延ばす
というふうな計画図もございました。

今後こうした場所をどのように使っていくのか、
ちょっとわかりませんが、とにかく、これで終わ
りじゃなくて、常に次のことを考える、そういう
余地はしっかり残しているという感じがしました。

それから、冒頭、デンマークは洋上風力発電の
先進国だと言いましたが、次ページの右の写真の
ように、港の前面の海域に、洋上風力発電がござ
います。それから、飛行機から見たので場所は定
かではないのですけれども、次ページの左の写真
の左下の丸で囲ったエリアに100本近い洋上風力
ファームがありました。ですから、洋上風力との
共生というのも、しっかり、この港の中でできて
いるなという気がいたしております。

•	将来開発余地の担保；外延部への展開（地下鉄延伸）
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それから、これは私が撮った写真ではなくて、
本からとった写真ですが、幾つか紹介します。写
真の右側がこっちがニューハウン地区です。真ん
中に、先ほど私が説明した、可動式の自転車・自

動車橋があります。左側に進むとオペラハウスが
ございます。隈研吾さんの新しい施設もこっち側
にできます。右方向に進むとストロイエ等のある
旧市街、ニューハウン地区です。

•	新しいエネルギー源への先進的対応；洋上風力発電ファームの展開
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それから、上の写真の中央が国立劇場です。対
岸にオペラハウス。黄色い水上バスがバスストッ
プに着いています。左端に私が泊まったニューハ
ウンホテル。

それから、下が将来図ですけれども、奥に火力

発電所。手前にオペラハウスと、それから、隈研
吾さん設計の、将来できるであろうコンプレック
スセンター。

手前の橋が、可動橋。可動部が移動すると、引
き込まれていくというのがよくわかります。
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次に、ヒントばかりではなく、違和感が幾つかあ
りましたので、いくつかコメントしておきます。1
つは、物価が高いこと。税金が高いというのもある
のですけれども、地下鉄の初乗りが400〜500円です
から、ちょっと高いなと。一方、食事は決してうま
くないのですけれども、高い。とにかく高い。大体、
東京の倍というイメージです。そして、不味い。

釣り人がいない。港というと、日本では必ず釣
り人がいますよね。でも、北欧の港で釣り人を見
たことないのですね。ヘルシンキもそうでした。
なぜか？私の推測ですけれども、バルト海という
のは、塩分濃度がとても低いのですね。大体10分
の1ぐらいです。なめてみましたけど、辛くない。
ですから、恐らく魚が、汽水域みたいな感じで、
単調なのですね。シャケとかマスとかは豊富で良
いのですけども、魚の種類が少なくて、恐らくそ
んなに魚層は厚くないのだろうなと想像しました。

だから釣り人がいないのかなと。
それと、北欧ですから、クリーンなイメージで、

たばことか、当然、厳しいのだろうなと思ったら、
みんな平気で路上で喫煙しているし、たばこは投
げているし、ちょっとこれは違和感でしたね。よっ
ぽど東京の方がたばこのにおいがしないという感
じでした。

それと、あと、自然災害のリスクの向き合い方
ということで、先ほどちょっと言いましたけれど
も、とにかく北欧の国は災害リスクが少ないです。
水面をうまく使っているなと言いましたが、台風
が来ない、津波も来ない、そして高潮がないとい
うのであれば、それはいろいろなことできますよ
ね。だから、そこは単純に、向こうでできるから
日本でもできるという話ではなくて、日本の災害
リスクを踏まえたみなとまちづくりをしないとい
けないなというふうに思ったということです。

•	コペンハーゲンでの違和感

・	物価の高さ

・	食事の不味さ

・	釣り人がいない

・	路上喫煙とタバコの吸殻

・	バルト海の低い塩分濃度

・	自然災害のリスクへの向き合い方
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最後に、以上の見聞を踏まえて、新しいみなと
まちづくりをするときに、一体何をしていくのか
ということで、幾つか思いつくことを挙げさせて
いただきました。

1つは、物流・人流の徹底的な分離。日本はそこ
が中途半端になっていると思います。回遊性を持
たせなくてはいけないし、歩道、自転車道、車道
というものをきちんと分けることを徹底していか
ないといけないということ。

それから、車に依存しなくてもよい移動手段の
確保をしていく。これから、日本は高齢化してい
くし、いろんな意味で、これは念頭に置かないと
いけないのではないかという気がしました。

それから、歴史を尊重し、既存施設の徹底的活用。
日本では、ちょっと古くなるとすぐ壊しちゃうと
いうことが結構ありますけれども、少し古くなっ

た施設だって、うまく活用すると、いろんなアイ
デアが出る。これは、行政が決めつけないで、む
しろいろんな方にアイデアを募るような、そんな
仕掛けをどんどんやっていかなきゃいけないので
はないかなという気がしました。

それから、地区マネジメントから地域マネジメ
ントへ、そして広域マネジメントへ。何を言って
いるのだという感じですけど、要するに、コペン
ハーゲン港がマルメ港と一緒になったという話を
しましたが、みなとまちづくりをするときに、一
つの港だけで考えないで、もうちょっと地域全体
で考えていく。場合によっては、もっと広域、と
なりの国まで含める、そういう考え方をしていか
ないと、新しい発想というのは出てこないなとい
う気がしたということです。

それから、水辺を生かす。これは何度も言いました。

•	「新みなとまちづくり」において目指すべき方向性

・	物流と人流の徹底的な分離

・	車に依存しなくてもよい移動手段の確保

・	歴史を尊重し、既存施設の徹底的活用

・	地区マネージメントから地域マネージメントへの展開、そして広域
マネージメントへ

・	水辺を生かす工夫

・	将来展開余地の確保

・	固定観念からの脱却（「すまい」や教育の場と「みなと」との折り合い）

・	アートによる演出と「遊び心」の発揮

・	風土との一体化の演出（視点場、生物、体験）

・	自然災害リスクに向き合った展開



106  − WATERFRONT  DEVELOPMENT −

それから、将来の展開の余地というのは、これは
やっぱり確保しておかないと、例えば瓦礫の処理地
というのをきちんと確保しておかないと、万が一の
ときに、どうしようもなくなりますし、将来の余地
というのは絶対残しておかないと、要するに、みな
とのまちづくりというのは永遠だということですね。

それから、固定観念からの脱却。仰々しく書き
ましたが、港で、住まいというものをもうちょっ
と考えていかなきゃいけないのかなと。折り合い
をつけながら、どう住まいというものを入れてい
くのか、いかないのか。あるいは、入れていくと
すると、それをどういうふうにやっていくのかと
いう議論もそろそろ要るのかなという話です。

それと、教育の場、例の学校ですよね。学校み
たいなものを、港のど真ん中に入れるということ
もありかなと。だから、配置について決めつけな
いで、いろいろやってみると面白いのではないか
ということを言いたかったということです。

つぎに、アートというものを大事にしなきゃい
かん。面白みというのですか、そういった遊び心
というものを生かしていく、これはこれで必要な
ことです。

今日はもう時間がないので詳しくは言いません
が、先般ストックホルムの再開発を見に行ったと
きに、説明している人が自慢していましたけれど
も、「ここは事業費の1％をアートに使うんだ」と
いうふうに言っていまして、いくつかのモニュメ
ントとか、いろいろ見せてくれました。日本では、
イメージアップ経費とかいってやっていますけれ
ども、もっと進んで、1％はアートに使うという、
そういう発想というのは目からうろこかなという
気がしました。

それから、「風土との一体化の演出」。港がある、
港が歴史的に存在した場所、そこの風土をきちっ
と認識して、それとうまく調和できるようなみなと
まちづくりをする必要があるだろうと。そのために

は、視点場も要ります。ハンブルグのハーフェンシ
ティ、ここは港の再開発として注目されている場所
ですが、そこのシンボル建築であるシンフォーニ
ホールがまさにそうかなと思いました。開発地の中
央に高い位置から全体を俯瞰できる視点場という
ものをきちんと設けていく必要があるなと。

それから、生物。在来生物ですね。さっきの雑草
ですけれども、それを雑草と思わないで、どんどん
導入していくという発想もありかなと。さらに、い
ろんな体験ができるという考え方。こういう一体化
というものを、一つ、演出として取り入れていく必
要があるな、というのが感じたところです。

それと、最後に自然災害リスク。日本の場合は、
日本独特の自然災害リスクがありますので、これを
きちんと捉えないと、大失敗するなという気がして
おります。日本は大変高い災害リスクを持った国で
す。海外の事例がそのまま使えるというわけではあ
りません。海外の事例、特に考え方を参考にしつつ、
日本流の開発方法を考えていく必要もあります。

最後になりますが、実は、今言ったような、い
ろいろな考え方を踏まえて、北九州港のグランド
デザインを提案しようと思っています。130周年イ
ベントで、30年後の関門海峡地域のグランドデザ
インを提案したい。何で30年後かというと、5年後、
10年後というと、ちょっと生々しいので、生きて
いるかどうかわからない、30年後のバラ色の夢を
ぶち上げたいなと思っていまして、そのときには、
関門海峡エリアの大々的な機能再編と再開発を、
絵として示したいなと。あわせて、北九州港だけ
じゃなくて、北部九州の港湾・空港が大連携する
ような、先ほどのマルメの例ではないですけれど
も、そういうグランドデザインを、示したいと思っ
ております（11月16日、「みなとまち北九州、30年
後の夢」と題して講演済）。ということで、本日の
私の説明を終わらせていただきます。どうもご清
聴、ありがとうございました。（拍手）


