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「欧州の最新インフラ事情〜未来へのチャレンジングな投資〜」

株式会社IHI　顧問　塩﨑　正孝

最新のインフラ状況を調査するために欧州を訪
れました。成熟化社会の諸問題に加え、移民やブ
レグジットの課題にも苦しんでいる欧州ではあり
ますが、それにもかかわらず、自国の将来に対し
てもしっかりと投資をしている姿を目の当たりに
しました。さらに投資を行うにあたっては、様々
なことにチャレンジしている、その姿勢にも驚か
されました。ウォーターフロント関係を中心に、
その一端を報告します。

1．	ライプツィヒの新湖水地方プロジェクトと	
都市政策
まずは、ドイツの新湖水地方プロジェクトです。

旧東ドイツの工業都市ライプツィヒの石炭に依存
した産業が、ドイツ再統一後は、その国際競争力
のなさから急激に疲弊していきます。そのため、

環境再生と経済活性化を目的に、石炭の露天掘り
跡地を人工湖リゾート地へと蘇らせるプロジェク
トが敢行されました。
石炭は、約4,000haの面積で、5億7千万トン採掘
されましたが、そのために厚さ40メートルにわた
り、17億立方メートルという膨大な表土が掘り起
こされました。
この再生プロジェクトは、ドイツ連邦政府と該
当州政府が、資金を拠出して主導しました。拠出
する資金は、5か年計画を数次にわたり策定し、
2017年までに約102億ユーロ（日本円に換算して
1兆2千億円）に達しています。そして、今や、廃
鉱が20の人工湖に生まれ変わっています。一方、
その跡地の利用計画は、地元3市が策定し、その計
画のもと、民間事業者が住宅や商業施設等に投資
していました。

海外情報



− WATERFRONT  DEVELOPMENT −  67

下記に掲載している写真は、今回訪問したコス
プーデナー湖で撮ったものです。ゆったりとした、
美しい町並みで、レクリエーション施設や商業施
設が並んでおり、廃鉱跡地の気配は全く感じられ
ません。広大な範囲で、ひどく汚染された元々の
状況を考えると、私の発想では、何とか元の森林

や緑地に戻そうとするのが精一杯です。しかし、
ここでは、人が泳げるまで改善しようとしており、
そこまでチャレンジしていることに驚きました。
そして、四半世紀の取り組みを経て、今や、この
湖だけで、年間60万人以上の観光客を呼び寄せて
いるとのことです。

露天掘り跡地 ⼈工湖の建設

⼊口の看板 遊歩道と⾃転⾞道

⼈工湖への注水 ⽣まれ変わった姿（湖）
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ライプツィヒでは、都市再生の面でも、企業誘
致とともに様々な試みを実践していました。その
一つが縮小都市政策で、典型的な例が住宅の選択

と集中です。量を減らし、質を上げる政策です。
団地の一部を撤去し、公園、緑地やスポーツ施設
に転用するととともに、5階建てを4階建てに改変
していました。
また、「家守の家プロジェクト」と称する空き家
対策を実施していました。これは、所有者は安く
貸し出すものの、使用者に施設の改造を許し、維
持管理費を負担してもらう仕組みです。安く利用
しやすい仕組みを作ることにより、若い世代の移
住が進んだとのことです。
企業誘致にも成功し、東西ドイツ統一前の53万
人の人口が、一時43万人に減少したものの、現在
は60万人に達しているとのことです。人口が減少
するわが国でも大いに参考になる事例でした。

湖畔の住宅

圧巻の夕⽇

ヨットハーバーとレストラン

団地の一部を撤去して緑地を整備 「⽇本の家」⽇本⼈が利⽤している部屋
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2．	ハンブルクのWF再開発「ハーフェンシティ」
次に、ドイツのハンブルク市庁舎の近くのエル

ベ川中洲の157haを再開発する「ハーフェンシティ」
が印象的でした。「持続可能な先進的な新都心の整
備」をコンセプトに、2000年にマスタープランを
策定し、完成は2025年ということですので、今な
お続いている欧州最大級の再開発プロジェクトで
す。
いずこも同じで、公共側に資金がない、人手が

ない状況ですが、しっかりと知恵を絞り、仕組み
を構築して、夢や思いを実現していました。
事業主体は、市が100％出資する職員約70名の有

限会社が担っています。この会社は、市から土地

の所有権及び販売する権利を無償で譲渡される代
わりに、売却するのは全体の半分で、残りは道路、
公園等の公共施設を自ら整備します。そして、出
来あがった施設は市に返還され、市が維持管理す
るという仕組みです。
特徴的なのが、コンペによりマスタープランを
選定し、そのプランに基づき、10街区のそれぞれ
の開発事業者を再びコンペで選定することです。
土地売却にあたっては、用途や高さ制限など多く
の条件を付けていますが、それを実現するために、
相場より安い土地価格に設定しています。開発事
業者が決定した後も、彼らが実施する建築物のコ
ンペの審査にも関与し、建築認可がおりて、初め

ハーフェンシティの中⼼部
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て土地の売却契約をするとのことです。
要は、市が方針を明確に打ち出し、それらを実

現するために、多くの具体的な条件を付しつつ、
計画作りから事業まで、広く民間のアイデアや資
金を引き出すことに注力しています。結果的に、
公的投資24億ユーロ（約2,800億円）に対し、民間
投資80億ユーロ（約9,400億円）を引き出していま
した。
街づくりの内容についても、コンセプトを実現

するため、職、住、レクリエーション、教育と観
光など魅力的な都市機能の確保、先進的な徒歩と
自転車、公共交通を中心とした交通体系の導入、
再生エネルギーを活用した分散型のエネルギー供
給など意欲的な取り組みがされています。
また、水辺に親しむことと洪水対策を両立させ

るために、道路等は海抜7mまで嵩上げをするもの
の、建物の前面のプロムナードはもともとの海抜
4mのままとし、日常の眺望を確保しています。数
年に一度の高潮ではプロムナードの水没は許すも
のの、プロムナード沿いのカフェやショップ等は、
建物に設置されている防潮扉を閉めることにより
浸水を防いでいます。

このように様々なことにチャレンジしていまし
たが、私が一番驚いたのは、いろいろな人種、所
得階層が一緒に住むことを目指す街づくりを、都
心の一等地で行っていることです。そのため様々
な家賃レベルの住居を同じ地区に設けていました。
また、障害者と学生のシェアハウスも試みており、
週に決められた時間、障害者が街に出かけるのを
サポートする条件で、学生には安い費用で賃貸し
ていました。人種や障害者の課題にも真正面から
チャレンジしているなと感じました。

市民がアクセスできるパブリックスペース

ランドマークとなっているエルプフィルハーモニー 住居は2階以上で、1階には店舗や公共施設
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2階レベルでも町と繋がっている
（左記と反対側からの視点）

眺めの良いプロムナード

カフェ出⼊口の防災扉 拡⼤した防災扉 ⼊口を2つ持つ銀行
（上は避難橋、下は路⾯）

広い歩道と⾃転⾞道 レンタサイクル 新しい地下鉄の整備

■歩行者及び自転車のための交通網の充実
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3．リヨンのコンフリュアンス地区WF再開発
フランスのリヨンのローヌ川とソーヌ川の合流
地点で、欧州最大級規模のウォーターフロント再
開発が進んでいます。18世紀から河川運輸や工業
の拠点として栄えましたが、20世紀後半に衰退し
たことを受けて、再開発することになりました。
時代を先取りした意欲的なプロジェクトで、世界
から著名な建築家や団体を集めており、日本から
も隈研吾さんやNEDOが参画しています。
この地区も、先ほど説明したハーフェンシティー
と同様に、多様な機能の集積や多様な住宅を計画
して社会各層の共存をめざしています。
「すべての家賃水準に対応する多様な住宅」を供
給するため、住宅全体の23％を公団住宅に割り振
るとともに、デベロッパーには、地区ごとに、社

会階層に応じた住宅の比率を順守することを求め
ています。
さらに高レベルの環境要件を目指して、建物の
エネルギー消費を従来の1/4〜1/10にし、全消費エ
ネルギーの80％を再生エネルギーで賄うとしてい
ます。また、ウォーターフロントの特徴を活かして、
市内の中心部に船溜まりを設置し、舟運の発着場
にするとともに、水のある公共空間を景観として
も活かしています。
この地区の再整備計画が市民に公開されたのが
1998年で、フェーズ2の整備期間が2025年までに
なっています。形になってからでも30年で、その
前にも随分と時間をかけて、市民の意見も聞きな
がら計画作りをしたそうです。
リヨン市の現地事務所には、市民への広報のた

中⼼部に設置した船溜まり

プロジェクトの経緯のパネル展⽰

船溜まりと連携するLRT

模型を使って説明する広報官
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め、専用の広報官が常駐しています。私達が訪問
した際も、映像設備を備えた部屋や、大きな模型、
プロジェクトの経緯のパネル展示などを使って丁
寧な説明をしてくれました。広報官のステファニー
さんに、再開発するにあたって、ソーヌ川沿いの
高速道路の大気汚染や騒音が問題になり、撤去す
る話もあると伺っていますが、と質問したところ、
いろいろな代替案を検討し、様々な議論を重ねた

上で、ようやく昨年、その部分の高速道路の廃止
の承認を国から受けたとのことでした。交通を再
配分する他のルートを順次整備するので、まだま
だ10年、20年かけて取り組んでいくそうです。民
主主義では時間とコストがかかるのは当たり前と
いう姿勢に、欧州の奥深さを感ぜずにはいられま
せんでした。

リヨン・コンフリュアンス地区再開発
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4．	シュツットガルトの中央駅の地下化プロジェ
クト
ベンツやポルシェの本社が所在する自動車産業

の街、ドイツのシュツットガルトでは中央駅の地
下化工事が進んでいます。地理的にシュツットガ
ルトは欧州の真ん中であり、約700キロ圏内に欧州
の主要都市・経済圏が含まれ、EU圏内を高速鉄道
で結ぶ際には、大きな役割を果たすことになりま
す。
駅の場所については、現駅を地下化する意見と

郊外に作った方が良いという意見とで大論争にな
り、住民投票にまで至ったと聞いています。その
結果、郊外に新駅を作り都市機能が二分されるよ

り、8,500億円と投資額は大きくても現駅を地下化
した方が、都市の将来の活力は得られると判断さ
れたようです。また、地下化により生まれた地上
の用地は、今、すべてを再開発するのではなく、
将来のために、相応の部分は緑地と残しておくと
のことです。
この駅の防災の考え方にも、なるほどと思わさ
れました。近くの河川の200年に一度の洪水に対し
ては、地下空間に水が入らないように、また浮か
び上がらないように対策をしていますが、それ以
上の洪水が来た時には、逆に駅を水没させて壊滅
的な被害が出ないようにしているとのことです。
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5．その他のプロジェクト
（1）世界一の鉄道トンネル
2016年に開通し、青函トンネルを抜いて世界最
長の鉄道トンネルとなったのがスイスのゴッダル
トベーストンネルです。増大する輸送量と環境問
題に対応するため、貨物輸送を道路から鉄道にシ
フトするアルプス保護法を1994年に制定しました。
そして、約1兆5千億円投じて、アルプス山脈を貫
く全長57kmのトンネルを整備しました。

（2）湖の下の駐車場
スイスのジュネーブは政治や観光の中心地で、
道路は慢性の渋滞状態でした。そこで、パークア

ンドライド政策を計画しましたが、景観から地上
に立体駐車場を作れないので、なんとレマン湖の
湖底下に904台収容のプラージュ立体駐車場を整備
しています。

（3）BOT方式での橋梁整備
フランスのパリと南仏を結ぶ渋滞の渓谷区間に
は、エッフェル塔より高い主塔（343m）を立て、
橋長が2,460mの大規模斜張橋のミヨー高架橋を建
設しています。しかもBOT方式（建設、運営後に
所有権を移転）で民間企業が整備しています。

湖底下のプラージュ立体⾞場

建設中の湖底下の駐⾞場

ミヨー高架橋（写真提供：初芝成應氏）
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7．まとめ
そもそも欧州の調査に行くことになりましたの
は、日本プロジェクト産業協議会（会長：進藤孝生
日本製鉄（株）代表取締役会長、通称JAPIC）の「国土・
未来プロジェクト研究会」のメンバーに私も参画
していたからです。
この研究会は、JAPICの副会長でもある中村英

夫先生が、これからの国土形成のあり方について、
もっと各界で議論を行い、具体的なプロジェクト
を企画し実行していかないと、国際競争の厳しい
時代に取り残されてしまう、という危機感から設
置されました。様々な勉強や議論を経て、具体的
なプロジェクトを提言しました。その内容は、�
「提言！　次世代活性化プロジェクト」（JAPIC編、
産経新聞出版）として出版されています。
欧州の最新インフラを調査して強く感じました
のは、どのような状況でも、しっかりと未来を見
据え、「時間」と「コスト」をかけて議論を重ねた
上で決断して、最終的にはしっかりと前に進めて

赤点がミヨー高架橋の位置

いることです。ゴッダルトベーストンネルにして
も、シュツットガルト中央駅の地下化にしても、
構想が出ましたのは随分前で、その後長年、賛否
両論で議論が続きました。しかし最後には、住民
投票までして結論を出し、前に進めています。し
かも、環境や人種などの根本的な課題についても、
インフラという社会基盤だからこそ、正面から向
き合い取り組んでいる姿勢に驚きました。
このように様々なことにチャレンジできるのは、
今は苦しくても、将来へ投資をし、変わっていか
ないと、都市や国が衰退してしまうことを国民自
ら認識しており、長期的な評価軸を持っているか
らだと思います。また、インフラ整備や官と民の
役割などの公共的なことについても、自分の問題
として捉えているように思えます。
翻って、わが国の状況を俯瞰してみますと、長
きにわたり経済成長が停滞し「失われた30年」と
言われています。私たち一人一人も、社会の課題
に対して、あそこが悪い、ここが悪いと評論家の
ように指摘をするだけで、また、自らも、あれをやっ
てはいけない、これはやめておこうと、守りの姿
勢で、縮み志向になっているように思います。私は、
単一民族ゆえの自分の周りだけ見て、「ゆでガエル
状態」になっていることを懸念しています。
世界はダイナミックに動いています。また、コ
ロナという未曽有の困難にも直面しています。わ
が国では「失われた30年」かも知れませんが、世
界ではまだまだ「第3の経済大国」です。気が付い
た時には、本当に取り返しのつかない状態だとい
うことにならないように、コロナを契機として、「社
会の課題」や「わが国の将来」について、自分の
問題として、みんながそろそろ真剣に考え、行動
する時が来ているように思います。


