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「人と街を大切にする欧州の街づくりを訪ねて」調査報告書 序文 

 
今回は私にとって、昨年のイタリア･フランスを対象とした欧州南側視察に引き続き、2

度目の視察団団長で、北側 3 カ国の諸都市を訪問した。昨年述べたように、世界のまちづ

くりは大きな転換期を迎え、キーワードとしての「サスティナブル―すなわち持続可能な

社会」、今回訪れた都市もそれに対する新たな挑戦を行い、中心市街の再生を着実に実現し

つつあると見る。 
昨年同様、天候に恵まれ、またベルギーからオランダ、そしてドイツ・ケルンへの道程

はバスを利用し、また後半はケルン～シュツットガルト間の列車利用で、休憩のための立

ち寄りも含め、実に多くの都市を効率よく巡ることができたと思う。 
最初に訪れたベルギーのルーバン・ラ・ヌーヴは歴史的な街並みの形成原理を新都市、

つまり大学都市として実現した街として有名である。ブルージュは西のヴェネチアとも称

される水網都市で歴史地区がユネスコの世界遺産指定を受け、中心部は完全歩行者区域と

するなどの人にやさしい交通計画を実現、多くの来街者を受け入れている。ゲントは首都

ブリュッセルへの帰途の短い視察であったが、レイエ川沿いのギルドハウスも含めた水辺

景観は圧巻であった。ブリュッセルは言わずもがなベルギーの首都、世界遺産の広場「グ

ランプラス」を含め、歴史的街並みと歩行者空間も含めて総体に環境整備も見事であった。

そして隣国のオランダへの途中、立ち寄ったアントワープも歴史的街並みと「世界一美し

い駅」と賞される中央駅駅舎下の鉄道立体化工事も少しの時間だが視察することもできた。 
オランダではロッテルダムの中央駅周辺～ラインバーン地区の再整備計画、港湾区域の

再生などを視察、デルフトはマルクト広場を中心とした歴史的街並み、その中で健脚組は

歩車共存のボンエルフまで視察、首都のアムステルダムは進行中の東部港湾地区の再生計

画の現場、自転車を中心とした街の見学、そして、市レクチャーなど、実に収穫の多い都

市であった。ドイツへの途中のユトレヒトもわが国の鉄道駅の「エキナカ」の先鞭とも言

う「ホーグ・カタリーネ」も視察した。 
ドイツではデュイスブルク～エッセンのエムシャーパーク･歴史的産業遺構の活用、ケル

ンの中心市街そしてライン川沿いの幹線道路地下化と公園整備事例、シュツットガルトで

は中央駅の大改造「シュツットガルト２１計画」、中心市街の環境制御のための｢風の道｣構

想、中心部歩行者空間整備など、市レクチャーに加えまちあるきもご一緒いただいた。最

後のミュンヘンでは中心部の歩行者空間整備からオリンピック公園など、各自にテーマに

沿った視察を行った。 
若干、欲張りな視察コースであったことは否めないが、いずれも参加の皆さんから高い

評価をいただいたようである。これらの経験、そして得た情報は私どもにとって大いなる

資産となるであろう。すばらしい参加メンバー、そして公式訪問を受け入れていただいた

自治体の担当者諸氏の丁寧な解説、これらの結晶によって、このような報告書がまとめら

れたのである。このような企画をご用意いただいた、財団法人都市づくりパブリックデザ

インセンターならびに担当者の皆様にも御礼申し上げたい。 
 
「人と街を大切にする欧州の街づくりを訪ねて」調査団 団長 

中野恒明（芝浦工業大学システム工学部教授） 
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■調査スケジュール 

●調査対象都市およびルート 

 
●スケジュール 

日程 都市 視察対象（訪問先） 概要 

10 月 6 日（土） 成田→ブリュッセル   
10 月 7 日（日） ルーバン・ラ・ヌーヴ 

ブリュージュ 
ゲント 
ブリュッセル 

大学都市 
ブリュージュ市内 
ゲント市内 
ブリュッセル市内 

現地視察 
現地視察 
現地視察 
現地視察 

10 月 8 日（月） アントワープ 
ロッテルダム 
デルフト 

アントワープ市内 
ロッテルダム市内 
デルフト市内 

現地視察 
現地視察 
現地視察 

10 月 9 日（火） アムステルダム アムステルダム市内 
アムステルダム市役所 

現地視察 
公式訪問１ 

10 月 10 日（水） ユトレヒト 
デュイスブルグ 

ユトレヒト市内 
景観公園 

現地視察 
公式訪問２ 

10 月 11 日（木） ケルン 
シュツットガルト 

ケルン市内 
シュツットガルト市内 

現地視察 
現地視察 

10 月 12 日（金） シュツットガルト シュツットガルト市役所 
公園管理事務所 

公式訪問３ 
公式訪問４ 

10 月 13 日（土） ローテンブルクなど 
（ロマンチック街道） 

各市内 現地視察 

10 月 14 日（日） ミュンヘン ミュンヘン市内 現地視察 
10 月 15 日（月） 

～16 日（火） 
ミュンヘン→成田   

凡 例 

陸路 

空路 

宿泊地 

経由地 

公式訪問 ★ 

★

★

★ 

ブリュッセル

ゲント

ブリュージュ

ﾙｰﾊﾞﾝ･ﾗ･ﾇｰｳﾞ

アントワープ

ロッテルダム

デルフト

アムステルダム 

ユトレヒト

デュイスブルグ（エムシャーパーク） 

ケルン

シュツットガルト

ミュンヘン

成田 

ロマンチック街道 
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■都市の概要 

アムステルダムはオランダ王国の首都で

あり、商業、金融、文化の中心で、オラン

ダ 大の都市（人口 75 万人）である。 
 

■歴史 

アムステルダムは、元々は小さな漁村で

あったが、13 世紀にアムステル川の河口に

ダムを築き、街が築かれた。14 世紀には北

海とバルト海、南ヨーロッパを結ぶ貿易の

重要拠点として急速に成長し、16 世紀には

フェリペ 2 世率いるスペイン帝国と戦い

（80 年戦争）、北部 7 州とともに 1579 年に

オランダ共和国として独立した。 
アムステルダムの黄金時代（1580～1740

年）は、貿易港としてライバルだったベル

ギーのアントワープがスペインに支配され、

海の利用が制限されたのをきっかけに始ま

った。アムステルダムの船は、1600 年ごろ

にはヨーロッパの海上貿易と漁業を支配す

るようになり、その後の 17 世紀にかけては、

オランダ東インド会社（VOC）やオランダ

西インド会社（WIC）が対外利権を確立す

るのと歩調を合わせて勢力を広げていった。 
18 世紀になると金融が徐々に台頭し、貿

易をしのぐ 大の産業となっていった。し

かし、19 世紀初頭にはフランスに占領され、

次いでイギリスに港を封鎖されると、アム

ステルダムの貿易と漁業は完全に停滞した。 
その後 1814 年にフランス軍が撤退し、

1815 年にオランダ王国が建国されると、そ

の頃から徐々に復興し始め、19 世紀終わり

頃には、産業革命により 2 度目の黄金時代

を迎えた。この頃、アムステルダム国立美

術館やアムステルダム中央駅が建てられた。 
20 世紀になると、アムステルダムは海に

背を向け、工業の中心地へと姿を変えた。

鉄道が整備され、鉄鋼の生産が栄え、人口

が増えていった。中立国オランダの首都ア

ムステルダムは、第一次世界大戦を比較的

うまく乗り切った。1920 年代は好景気に沸

き、1928 年にはオリンピックを開催する栄

誉を手にした。だが不幸にも、1930 年代の

恐慌により大打撃を受けた。 
オランダは第二次世界大戦でも中立を保

とうとしたが、1940 年 5 月にドイツの侵略

を受けた。オランダ南部は 1944 年に連合軍

により解放されたが、孤立したアムステル

ダムは 1944～45 年にかけての厳冬にひど

く苦しめられ、数千人もの市民が命を落と

した。アムステルダムは 1945 年 5 月によ

うやく解放された。 
戦後のアムステルダムは、1960 年代はじ

めまで黙々と復興に励んだ。やがて市民が

現状に疑問を抱き始め、アムステルダムは

ヨーロッパの急進派の中心地となり、多く

の市民が軽率な都市計画に反対する中で、

市民が暮らし、働き、買い物をすることの

できる都心部という方針が育っていった。

1980 年代初頭までには世論が落ち着き、自

治会、寛容な麻薬対策、低価格住宅の建設、

ゲイやレズビアンのカップルの法的権利と

いった進歩的な計画や社会政策が生まれた。 
1990 年代になると、家族規模の商売や中

小企業に代わって第三次産業（サービス業）

が急成長した。その結果、都心部ではパブ

アムステルダム 

（オランダ） 

Amsterdam 
馬渕明人（財団法人道路環境研究所）



オランダ Holland 

人と街を大切にする欧州の街づくりを訪ねて 2007 udc■27 

やカフェ、レストラン、ホテルが心地よく

混ざり合うようになった。街の人種構成も

変化し、スリナム系、モロッコ系、トルコ

系、アンティル諸島系が人口の 25％を占め

るようになり、外国企業の誘致に成功した

おかげで、高収入の外国人居住者も集まっ

てきた。こうした経済や社会、文化の変化

もあって、21 世紀のアムステルダムは、ロ

ンドン、パリ、ローマに次ぐヨーロッパ第

4 位の観光都市となっている。 
 

■交通 

アムステルダムでは、歩行者・自転車優

先のまちづくりがなされており、それを支

えるために、公共交通機関（トラム、バス）

をはじめ、フリンジパーキングの整備によ

るパーク＆ライドシステムの推進、自転車

専用道路網の整備と自転車優先の交通シス

テム等が整備されている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【市内の自転車専用道路】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【中央駅裏側の水際駐輪場】 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

【郊外のパーク＆ライド駐車場】 
 

■街並み 

アムステルダム中心部（旧市街）は、歴

史的景観保存地区となっており、運河沿い

に間口の狭いカナルハウスと呼ばれる 17
～18 世紀のオランダ特有の建築が並んで

いる。これは、市の許可なく建物の外観の

変更は認められておらず、所有者は自らの

負担で建物のメンテナンスを義務付けられ

ていることから、歴史的な外観を残して、

内部を改造しているケースが多い。 
市街地周辺部では、旧市街地を取り囲む

ように、20 世紀以降に建てられた中層（4
～5 階）集合住宅中心の街並みが広がって

いる。また、Ｉｊｂｕｒｇ（アイブルグ）

などウォーターフロント地区への新たな住

宅開発も進んでいる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【Ｉｊｂｕｒｇの新興住宅地】 
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■市当局ヒアリング 

アムステルダムの中心部（旧市街）は、

歴史的景観保存地区となっており、市の許

可なく建物の外観の変更等は認められず、

所有者は自らの負担で建物のメンテナンス

を義務づけられている。このため、歴史的

街並み景観形成の考え方や課題等について

ヒアリングを行った。 
また、中心市街地を取り囲むように走っ

ているリングと呼ばれる環状高速道路の外

側では、ウォーターフロント地区等の新し

い都市再生プロジェクトが進められている。

このため、新しい都市再生プロジェクトの

計画目的や内容等についてヒアリングを行

った。 
 
◎日 時：平成 19 年 10 月 9 日(火) 

14:00～16:00 
◎場 所：都市計画情報センター 
◎応対者：Toine Van Goethem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【公式訪問の様子】 

●都市の経緯 

 
【スライド２】 

 
 
 
 
 
 
 

【１６世紀のオランダ】 
 
オランダは、デルタという地形で、ドイ

ツとフランスから３つの河川が海に向かっ

て流れ、北海の所には砂丘があった。東の

方は大変高い土地で、こちらもまた砂。今、

ここで見られる海の所は湿地帯だったわけ

である。この湿地帯には０～20ｍという深

さで植物「デンレイ」が育っていた。それ

は切り取ると燃やしやすい資材となった。

ローマ時代には、「ケマニア」という火で乾

かした資材ができており、ここがちょうど

境で、下がローマ時代の土地、上が湿地帯

だった。この湿地帯の所には、今でも川が

あるわけだが、上がプロテスタントで、下

がカソリックという宗教でも分かれていた。

ここには黒髪の人々が住んでいて、９cm の

背丈の差があったという、そういう境でも

あったというところである。 
16 世紀、1544 年の時には、まだここは

海だったわけだが、このアムステルという

川に沿ってアムステルダムという街ができ、

このアムステルダムから東インド会社、西

インド会社という貿易会社がアジアの方へ、

また西へと海を通って行っていた。そして、

湖があり、その湖というのは、元々、「デン

レイ」がたくさんあったところで、それを

取り出して湖をだんだん大きくしていった

わけである。これは、1844 年のことである。

南の方からアムステルという川が流れてき

て、そして南ザイデル海というところに入
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ってきた。昔、湖だったところだが、その

周りに全部堤防を作り、中の水を取り上げ

て土地にしたわけである。つまり、丸く囲

われているところは、昔湖だったところで

ある。そして、この土地を作っていったと

きに、それぞれ水路を造った。その水路の

建設というのが、1200 年から続いている。

この同じ時代に、ヨーロッパの他の土地を

見ると、アムステルダムは水が多いという

ことに気が付く。お城や館はほとんどない。

オランダには館もお城もない、そしてまた、

貴族もいないという始まりである。そのた

め、その人達がやるまで待っていられない

という農民達が、水路を作り、水や土地を

管理してきた。そこには、組合という一つ

の集まりができ、そして水の管理が始まっ

たわけで、水を守る治水委員会が 800 年に

できたオランダで 初のデモクラシーの会

である。そしてこの治水委員会というのは、

水路がずっと続いているわけだから、そこ

の農民が守らないと次の人がまた困るわけ

で、それぞれが責任を持って水を守るとい

うことをしたわけである。そして、この水

路を使い海の満潮、干潮という調節もして

きた。そして、1240 年にはダムを造り、こ

の水の流れを管理するようになった。この

水路を作り上げたのが 1870 年、人の手によ

って作られたという北海運河だが、これを

作り上げたとき、この下の方にある東港と

いう港であったところだが、この東港が港

としての役目をだんだんできなくなり、海

に近いところに大きな港ができあがったと

いうことである。 
 

【スライド５】 
 
 
 
 
 
 

この状態は、1544 年である。水際に住宅

を建てるということ、これによって海の満

潮、干潮も影響しているという建て方であ

った。 
 

【スライド６】 
 
 
 
 
 
 
 
これは、オランダで一番古い堤防の所（路

地）。そして、路地というのは店であった。

その店では、それぞれ塩を売ったり、ニシ

ンを売ったりしていた。 
 

【スライド７】 
 
 
 
 
 
 
 
これは、1610 年に立てられた大変有名な

計画である。スペインと戦ってから 100 年

ということで、その記念に街を拡張してい

くというものであった。そして、その時に

この運河も作り上げたということでる。こ

の写真に見えているところが大きな運河沿

いにある住宅である。外側には、貧しい人

たちへの住宅を建てるということで運河が

できあがっていた。そして、このユダヤ人

街と言われたところの外側には、それぞれ

水路が入ってくることとなった。中側にも

水路を造るというまちづくりをしたわけで

ある。 
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【スライド８】 

 
 
 
 
 
 
 

19 世紀、オランダアムステルダムは、工

業的にも発展してきた街であった。その市

場の発展により、開発をする人たちが次々

と住宅を建てていった。周りはあまりよい

環境ではなかったというところもあったが、

ネオクラッシックの建築でもあった。 
1960 年代、70 年代に少し政策が変わっ

て、それを壊していくということが見られ

た。しかし、すべてが壊されたわけではな

く、今残っているところはアムステルダム

の中でもたくさんの人たちが住みたいとい

うところになった。 
 

【スライド１０】 
 
 
 
 
 
 
 

1915 年に、ベルラーへの１つの計画が立

てられ、その１つ、都市計画、建物が組み

合わされたさまざまな面を見せているもの

でる。これは、クラッシックの様式といわ

れているベルラーへのもので、典型的な現

代様式といわれるもの。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

【スライド１１】 
 
これは、1950 年のものだが、道路だけで

はなく、橋の下も含めたものになっている。

ここでは、光と空気が結核を患っている人

たちによいと、それは本当ではないが、そ

ういう話があった。 
 

【スライド１２】 
 
 
 
 
 
 
 
この人は、1934 年、エイステンという活

躍した建築家。このエイステンという人は、

75 年間もの都市計画を立てた人だった。 
 

【スライド１３】 
 
 
 
 
 
 
 
これが、1935 年、2000 年までという有

名な計画である。これは、その仕事に就い

た人にとっても有名な計画。その内容とい

うのは、住むところ、働くところ、レクリ

エーションできる緑、そしてインフラをし

っかりと作り上げるというものである。昔
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は、公園を作るとその周りの住宅のための

緑といわれていたが、スコットランドのグ

リーンと赤のチェックの考え方が、ここの

作り方である。そして、まさに手の形なの

だが、指のところが街、間がグリーンとい

うことである。 
 

【スライド１７】 
 
 
 
 
 
 
 
これは、今のアムステルダムである。こ

れで見て頂くと大変分かりやすいと思うが、

黄色と赤色はアムステルダム市のもの、白

いところだけが個人のものである。また、

この黄色いところは 100％市のものだが、

赤色のところはもし条件が変わればアムス

テルダム市が売ることができるというとこ

ろである。 
 

【スライド１８】 
 
 
 
 
 
 
 
これは、環境によって、どれだけ建築に

制限があるかという図である。この黄色い

ところ、例えば工場の空気の問題、あるい

は、南の方は飛行機の騒音ということで、

アムステルダムの中は、ほとんど住宅が建

てることができないほど、環境的にはあま

りよくないという形になってしまう。この

赤いところ、黄色いところ、ここのところ

が、それぞれ住むためには制限がある。そ

の今の制限というのは、ヨーロッパ共同体

が出しているガイドラインからいうと、ほ

とんど周りの白いところしか住めない形と

なる。そんなアムステルダムという街であ

る。 
 

【スライド１９】 
 
 
 
 
 
 
 
環境制度というものが、オランダの自然

を分割してしまっているとも言える。これ

は、アムステルダム市がどれだけ分割され

ているかという地図で、これは 15 年前にな

されたことである。17 の地区に分かれてい

て、この分割されているということで、例

えば、このＶとＷ、その間に何か作ろうと

思っても、お互いにいろいろな意見を言う、

また裁判沙汰になるという形で、なかなか

間の道ができないとか、場所ができないと

かという形になっている。 
 

【スライド２０】 
 
 
 
 
 
 
 
この町は、もっともっと難しいこともあ

り、この写真は、街の中の交通規制をどう

していくかということで、アムステルダム

の人たち約 600 人が集まり、住民参画の会

合をしたときの写真である。 
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●プロジェクト 

◆ＩＪｂｕｒｇ 

アイブルグとは、アイ川に沿ったいろい

ろな計画である。住宅を造る、他のユニッ

トを造るといった計画である。この街は、

もともと海に、そして川に面していたわけ

だが、19 世紀にそこに岸壁を造り、水の側

に住めるようにした。バルセロナと違って、

こちらでは、水の中にアンカーを打って街

から水の方に住めるようにしたわけである。

10 年前までは、このアイ川の側には誰も住

んでいなかったが、これから 15 年すると、

75 万人から 80 万人と言われているアムス

テルダムの全部の人口の 1/8 が住むことに

なる。 
 

【スライド２１】 
 
 
 
 
 
 
 
この赤いところが、むかし島のあったと

ころ、工場などを改修したところだが、白

と黄色のところがアイブルグである。 
東港という地域について、ここは、むか

し倉庫があったところだが、ここでは、す

べての物を取り払うということではなく、

港に関係のある資材を使うように心がけた。 
 

【スライド２３】 
 
 
 
 
 
 
 
これは、橋を渡って行った右側の所、こ

こには大変高いビルがたくさん建っている。 
私共のコンセプトとしては、それぞれの

島、そこには特徴のある物を作り上げてい

くということである。 
昔の船を使っていたところ、造っていた

ところということで、そういうイメージを

残す、そんなつくりになっているところで

ある。 
 

【スライド２６】 
 
 
 
 
 
 
 
これは、社会住宅の例である。社会住宅

というのは、政府がお金を出して、 高で

400 万円の収入の人たちが住むことができ

る住宅である。 
 

【スライド２７】 
 
 
 
 
 
 
 
この白い建物だが、建てられてすぐに不

法侵入者に占拠されてしまった。この後、

今は 300 万ユーロという値段の高いアパー

トに造り替えた。ここは、アムステルダム

の昔の姿を残しておくということで、造船

所のあった所などを利用して、ブロックの

形での住宅を造っているというところであ

る。ここは、ブロック式に少し大きいのだ

が、その中に庭を造り、自転車で中をずっ

と行けるように、そのような道を造ってい

るところである。 
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【スライド３１】 

 
 
 
 
 
 
 
ここは、建築家何名かの設計によって造

られたところであるが、それが繰り返し見

られるというところである。その大きいブ

ロックとブロックの間には水路を造り、昔

の旧市街の方の新しい街と言う形で設計し

た。しかし、お金の問題も関わってきたの

であるが、川幅が狭すぎる、建物が高すぎ

るということ問題もあった地域である。こ

れは全部、一家族ずつが住むという家がず

っと並んでいる形であり、新しい構想にな

ったところである。そして、真ん中辺に大

きなアパートを造り、たくさんの人たちが

住める住居にもした。 
 

【スライド３６】 
 
 
 
 
 
 
 
これは、アパートである。全部３階建て

の縦に１家族ずつであるが、自分たちで何

かを造りあげることができるそんな余裕を

も見せた住宅になっている。 
いろいろなタイプを設けて、上の方の左

の方の写真は、奥に駐車場を設けた。 
 
 
 
 

 
【スライド３８】 

 
 
 
 
 
 
 
あまり公共空間が取れなかったが、取れ

た場合にはすばらしい物を造るようにした。 
昔は、ここに港があって、いろいろな倉

庫などもあったわけだが、ともかく、いろ

いろな形で多目的に使うことができるそう

いったユニットにした。お店があったり、

あるいは事務所があったりというそういう

複合になっているところである。 
 

【スライド４１】 
 
 
 
 
 
 
 
こちらは、右の方の一番左の、手前の方

の低い建物は古くからあった建物である。

それの上に、高い新しい建物を建てるとい

う形で、組み合わせをしながら自然に見え

るようにしていくと言う構想。そして、こ

れに公共の空間を組み合わせるということ

で、これが使いやすい物であり、良い物で

あるということも条件になる。 
長細い物のところに客船ターミナルを造

り、その横に大きくホテルも含めたミュー

ジックシアターを造り上げたというもので

ある。もうオープンしているが、図書館、

そしてここには、いろいろな機能を持った

仕事ができる複合の所にしようとしている。

そして、この街の今後の建設としては、下
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にパーキングがあり、そして、上の方には

住居があり、そして、真ん中の所では、い

ろいろなことができるという複合の建物を

建てるということである。 
アムステルダムでは、住宅だけを造る、

あるいは仕事場だけを造るということでは

なくて、昼間も夜もその場を活用されてい

るということが必要となってきている。そ

して、この一番下のところが楽しいショッ

ピングができるところ、あるいは、ジムが

できるところといったところになる。みん

なが集まれるところということになる。ジ

ャガイモのような形をして、その間には旧

市街のような水路をたくさん造るというや

り方である。狭い路地を渡ると、その向こ

う側には大変広々とした公共の空間がある

という考え方である。 
駅の方も変わってきて、中央駅の下にも

う１個新しい地下鉄ができる。 
 
◆Ｓｈｅｌｌ 

 
【スライド６３】 

 
 
 
 
 
 
 
これは、シェル石油の今まで本部として

使っていた建物で、あの周りも住宅ができ

る新しい地域である。シェルの本部の建物

は残し、高さ 100ｍ、幅 20ｍの住宅を造る。

中国あるいは日本と同じような住宅街を造

るということである。どうしてこんなにた

くさんの住宅を造るのかと言うと、シェル

がアムステルダムに土地を売り、その土地

がきれいだと思っていたが、汚く汚染され

ていたので、それを洗浄するのにすごいお

金がかかった。そういうことから、これを

住宅地にして、そこからお金が入ってくる

ようにするということになった。そして、

このシェル本部の建物は残し、フィルム博

物館になる。 
こういった大きな高い建物が建つと、街

の中から見たときにどのような景観になる

かを審議する。この辺りには、弁護士を始

めとする高所得者が住んでいるが、必ず街

の中からその建物がどういう物かを見て、

審議して許可が得られるというわけである。 
つい 近、立ち上がったところであるが、

大変人口密度の高い、大変住宅が混み合っ

て建てられているが、ここを出ると、大変

広いアイ川という川にぶつかる。 
 

【スライド５４】 
 
 
 
 
 
 
 
この新しい建物は、これから建てるのだ

が、この建物の高さは 50ｍ、そしてこの手

前の方は 15ｍだけになっている。この建物

は、街の中から見ると、ちょうど切ったよ

うな感じ、線を持って、斜めの線を見るこ

とができるそういう形にした。これは大変

高い建物になるので、街の中からも見られ

るという形にもなる。中には裁判所、ホテ

ル、水上警察署、住宅ができる。そしてそ

の前には、ヨットハーバーを造り、ヨット

でアムステルダムに来られる場所にもなる。

これまで、アムステルダムという街は、少

し忘れていたが、ボート、船で来る人達の

ためのヨットハーバーを造るということで

ある。 
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【スライド５８】 

 
 
 
 
 
 
 
観光船の豪華船が来るというターミナル

を造ったが、今、大変これが活躍しており、

アムステルダムにとっては重要なお客さん

になっている。５年が経ったこの新しいタ

ーミナルは、アムステルダム市にとって、

特に経済的には大変なメリットを持ってき

ているので、これからもう１つ造る。 
 

【スライド７０】 
 
 
 
 
 
 
 
これは、東の木材港といわれていたとこ

ろだが、ここでは、いろいろ浮かんでいた、

そういうイメージのある船などの地域だっ

たが、新しい住宅地を造る地域である。こ

れは、アイブルグで、新しい島で、さまざ

まな特徴を持った島になっているというこ

とである。この島は、岸壁の島、あるいは

港の島という形で名前を付けているが、ど

の島も水と関係した建築となっているとこ

ろである。 
新しい島を造るとインフラが必要で、そ

して、橋が造られる。 
 
 
 
 

 
【スライド７１】 

 
 
 
 
 
 
 
これは、自転車のためだけの橋である。

オランダにとって、自転車は大変重要なも

のとなる。自転車というものは、大変必要

だが、また反対に自転車であれば空気もき

れいだ、あるいは自転車で動くということ

は大変自足的なものだ、あるいは自転車と

いうものは大変健康的だなどと、いろいろ

言われる訳で、我々の市長も自転車で通勤

している。 
 

【スライド７３】 
 
 
 
 
 
 
 
これは、自動車のための橋である。ただ、

自転車も路面電車も走れる橋になっている。

この橋は、 初から大変良いものを造ると

いう考え方で、国も州も市もお金を出し、

すばらしい橋を造ることにより、開発会社

の人達がその橋を越えたところにすばらし

い住宅街を造るという考えがあって、造ら

れたものである。 
こうやって島が造られていった。 
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【スライド８３】 

 
 
 
 
 
 
 
このように公共の場所を広くとり、そし

て、できるだけ魅力的にすることによって

住む人達が多くなる。住む人達もこの公共

的な空間をもって魅力を感じると、そうい

うことで造りあげたものである。そして、

この公共の場所を使うことによって、大変

たくさんの建築家によって建てられたもの

が、一つの島の、あるいは一つの地域とい

うことでまとまるようにという考えである。

そして、できるだけこの公共の空間を空に

する、何も置かない、そういう形でやって

きた。すなわち、ここにいろいろな杭があ

ったり、あるいは、ここにいろいろな物が

置かれるということは、公共的な空間を少

なくしてしまうので、できるだけ広く保つ

ということで、空にするというか、何もな

いという、そういう形での設計になった。 
 

【スライド７８】 
 
 
 
 
 
 
 
そして、水との関係ということでそれぞ

れの家の設計がなされたわけである。 
 
 
 
 

 
【スライド７９】 

 
 
 
 
 
 
 
この右側の建物の場合は、車で中に入る

と、車がリフトに乗り、そのまま上に行く

という、そういう形である。この建物の中

に車が置けるということで、公共的な下の

方の空間がますます大きくなるという形に

なるわけである。 
アムステルダムの街からお金のある方達

が郊外へ、郊外へという移動があった。そ

れを食い止めるということで、このアイブ

ルグでは、できるだけ収入のある人達がと

どまるという、そういうそれぞれの土地を

貸すということをしたわけである。この街

では 15％が住宅を買え、そして 85％が住宅

を借りるという形になる。そして、アムス

テルダム全部の住宅の 67％が社会住宅と

いわれるものになっている。そのために、

お金のある人達がここで住宅を探すという

ことも難しかったわけである。そんな中で、

アイブルグというこの地域にお金のある人

達も住宅が選べるようにという形での住宅

づくりが始まった。このアムステルダムは、

今、このようなお金のある方達が住まれる、

あるいは、この街の中に大きな住宅を造る

ということで、経済的に大変良くなってい

るという現状がある。 
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◆ＺｕｉｄＡｓ 

南のアス、ザイドアスという名前のこの

プロジェクトは、200 万㎡、ここに建物を

建てるという計画である。この地域は、フ

ランスから来る超特急、その話から始まる。 
この 100 年前だが、トンネルを造り、そ

の上に住宅を造り、そして今では大変シッ

クな街になっているという、その話から始

まる。 
アムステルダムの南の方、電車、路面電

車、自動車、それら全部がトンネルを通る

ことにして、あるいは地下を使うことによ

って、その住宅、その上の空間を使うとい

うことである。このトンネルを使わないで

上の方は人々が行き来できるそんな土地づ

くりである。手の指と指との間の緑地帯と

いうのを、ここでも利用していくというも

のである。 
 

【スライド８９】 
 
 
 
 
 
 
 
これが現在で、私共の街の都市計画とし

ては成功の１つ。 
 

【スライド９３】 
 
 
 
 
 
 
 
これが 2030 年の姿で、手前の方ができあ

がっているところである。 
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■質疑・応答 

Ｑ１ ： 住宅地づくりが進められている

ようですが、アムステルダムは住

宅不足なのでしょうか。 
Ａ１ ： これはもう 100 年近く続いてい

る持続した計画なのですけれども、

年間 4,000 件造っていく計画です。

しかし、住宅は造っているのです

が、人口はここ 300 年変わってい

ません。１件当たりの住む人数が

少なくなってきているということ

が１つです。 
Ｑ２ ： 街の中は住む環境ではないから、

郊外の方にお金持ちがどんどん出

て行って、それを市の方は都市計

画でわざわざアイ川の真ん中の方

にもってきているような気がしま

す。そうすると都市インフラ、特

に交通インフラは大丈夫なのでし

ょうか。それを意図的にやってい

るような気がするので、その意図

を教えてください。 
Ａ２ ： 今まで郊外には、自動車をおく

ところもあり、また、そこには高

級住宅街もたくさんできたわけで

すけれども、今おっしゃるように

街の中にお金持ちをできるだけ移

ってもらうようにしています。要

するに街の中に入って来れば車は

必要でない。そういう交通網がで

きているというのが背景にありま

す。それから、自転車道を完備す

ることによって、自転車でいろい

ろなところへ行くことができると

いう方策をとっています。また、

車を使う人達に使うなというのは

ちょっと無理なので、それよりは

駅にパーク＆ライドを造ることに

よって、南の方、これから建設す

る方ですけれども、そちらに駐車

場をたくさん造って、そこからは

路面電車か地下鉄で来てください

ということです。現在、新しい建

物を建てるときには、必ず駐車場

を建物の中、あるいは地下に造る

ようにしています。 
Ｑ３ ： 人口が 80 万人位だと聞いている

のですけれども、インナーシティ

という中心部にどれ位の人口が住

んでいるのでしょうか。アイブル

グも中心部に入っているのでしょ

うか。また、将来的な人口のビジ

ョンもあれば教えてください。 
Ａ３ ： この運河の中は、全部で 10 万人

です。今、アムステルダム市の人

口は 75 万人ですが、75 万人とい

うのはアイブルグに住む人も入れ

てということです。 
 

【スライド９５】 
 
 
 
 
 
 
 
     この黒いところに 75 万人住ん

でいるということです。将来も 75
万～80 万人ということで、これ以

上にはならないと考えています。

と言うのは、毎年 4,000 件建てて

はいますが、その背景には、古い

建物を壊す、あるいは年 4,000 件

増えていますけれども、その１つ

の家の大きさが大きくなるという

ことで、人数は増えません。 
 アムステルダムの周り 15km 範

囲には 200 万人が住んでいます。

そして、ランドスタットと言われ

るアムステルダム、デンハーグ、

ロッテルダム、ユトレヒトこれ全
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部には 600 万人が住んでいます。

ですから、全部で 1,630 万人住ん

でいるオランダなのですけれども、

この４つの都市が中心となってい

ると言うことで、これよりも北の

方はほとんど何もありません。 
Ｑ４ ： 通勤圏というと、600 万人の範

囲ですか。 
Ａ４ ： そうです。この 60km 範囲の 600

万人が住んでいるところが通勤圏

と言われており、例えば、アムス

テルダムで働いている人がロッテ

ルダムに住んでいます。 
 通勤時間は 100 年前とあまり変

わりません。100 年前に通勤時間

は 45 分と言われておりましたけ

れども、今は電車を使って 45 分と

言っているところです。45 分あれ

ばロッテルダムに着いてしまうわ

けです。日本も同じではないでし

ょうか。 
Ｑ５ ： アムステルダムというのは、運

河がたくさんあって非常に美しい

街なのですが、運河の縁には防護

柵等が設置されていません。転落

事故はないのですか。 
Ａ５ ： 一般には、水はあまり問題がな

いと言われています。オランダで

は、水は他の街にもありますが、

水のリスクはないと言っています。

それは、それよりも車での事故の

方がずっと多い。この街、この国

の中では水が必要です。この水路

がなければ街はみんな沈んでしま

います。ですから、水がない方が

よけいに危険だと言うことです。 
Ｑ６ ： 市内の幹線道路、概ね４車線以

上の道路は何 km 位ですか。 
 また、交通混雑や大気・騒音な

どの環境に対する課題と対応、す

なわち規制や基準があれば教えて

ください。 
 それからもう１つ、道路の景観、

デザインについて、マニュアルや

規制のようなものはありますか。

具体的には、橋ですと、例えば桁

とか支柱のデザイン、特に橋を架

け替えるときとか。 
Ａ６ ： 幹線道路の延長は、パリと同じ

くらいで 35km です。 
 大気や騒音の規制については

1980 年から規則ができ、高速道路

際には住宅を造ってはいけないと

いうことになりました。そのため

に、仕事場や事務ができるビルを

造ると言うことで、もしどうして

もそれができない場合は、今度の

計画なのですけれども、こういう

風にトンネルを造って、その上に

住宅を造るという形で考えていま

す。そして、すべての環状線のと

ころには遮音壁が造られています。 
 道路のデザインについては、こ

の環状線というのは国のものです。

ですから、アムステルダム市がや

っているわけではないのですけれ

ども、例えば道路の幅とか言うも

のは決まっているものです。色と

かはアンビションを持って決める

ことができるということになって

います。 
 このオランダでは、1901 年から

道路から見た建物の景観を審議す

る、審美会というものが創設され

ました。これは、市からは独立し

た委員会です。 
Ｑ７ ： 今、市から独立した組織として

道から見た景観をコントロールす

る審美会というものがあるという

ことでしたけれども、水辺から見

ても建物はある程度のコントロー

ルがされているのではないかなと
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いう感想を持ちました。それにつ

いても何かコントロールする組織

というものはあるのでしょうか。 
Ａ７ ： 審美会と言われていますのは、

それぞれの建物に対するものと考

えてください。水から、あるいは

道路から見たものというのは大概

が公共の空間になりますので、公

共の空間は委員会の審査はありま

せん。私共が決めていることです。 
Ｑ８ ： 単純な質問がまず１点、先程、

市がシェルから土地を購入したと

言われましたが、そのシェルとは

何ですか。 
Ａ８ ： シェル石油です。シェルが市に

駅の反対側の持っている土地を売

ったわけです。しかし、その時、

市が気づかないで汚れた土地を買

ってしまったため、お金がたくさ

んかかったという失敗です。契約

の中にそれが抜けていました。 
 シェルはここを中心にラボを持

ち、いろいろなものを作ってきた

わけですけれども、今はもうコン

ピューターを使うようになり、土

地は１／１０しかいらないと言う

ことで土地を売ったわけです。 
Ｑ９ ： 先程ご説明いただいた JAVA 島

などで、自転車が重要だというお

話しをされたのですが、実際見に

行ったところ駐輪場がもう一杯と

いう感じなのですが、駐輪場が不

足しているという認識はあるので

しょうか。もうあれで十分なので

しょうか。 
Ａ９ ： 水際のところに自転車が両方か

ら駐輪できる白い特別なものがあ

るのですが、それがまだまだ続き

ます。ただ、水際のその白いもの

は場所をとるので、それをもっと

たくさんとると公共の空間が少な

くなると言うことで、まだ他にも

駐輪場を造る必要はあります。 
 この島では、自転車を建物の中

に置く、物置に置く、自転車置き

場に置く、あるいは水際のところ

に置く、そういったいろいろなこ

とがなされていますけれども、住

民はまだ足りないと言っています。 
 私共は、その要求を難しいとか

困難だとは思いません。要するに

自転車は大事な足だからです。 
 中央駅の横のところにも橋のよ

うな自転車置き場があります。 
 自転車のタイヤをはめる器具が

ありますよね。それをホチキスと

言っているのですけれども、それ

を至る所に設置するということは

しません。 
Ｑ１０： それでもまだ足りていないです

よね。 
Ａ１０： 今、地下鉄工事をしている中央

駅の下に１万台の駐輪場を計画し

ています。 
 新しくできた図書館の地下にも

駐輪場があります。しかし、結局

みんな面倒くさいと言って橋桁の

ところに止めてしまいます。そし

て、そこに駐輪場を造ってくれと

いうのですけれども、地下に駐輪

場を造ったのでそちらに持ってい

って欲しいと市では言っています。 
Ｑ１１： 地下の場合、防犯上の問題はな

いのでしょうか？日本では、例え

ば女子高生が刺されたとか、そう

いう事件があったのですけれども、

地下というのは死角があり、女性

なんかは怖い思いをするケースも

あると思うのですが、そういう防

犯とか安全性と言う観点では問題

はないのでしょうか。 
Ａ１１： オランダでは、どちらかという
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と面倒くさいという理由で利用さ

れないのが問題です。地下駐輪場

の場合、特別なパスが無いと入れ

られないものを一杯造っています

ので、安全性はあまり問題ではあ

りません。 
 自転車を地下に持っていくか、

いかないかはその人の自由ですか

ら、ただ自転車が使えるように、

置けるようにと言う方を念頭に置

いて私たちは計画をしています。 
 アムステルダム市としては、自

転車が次々と使われることは大変

良いことで、それに関しては何も

言いません。ただ自転車が壊れた

まま、あるいは放置されたままで

２週間あると、それは全部市が撤

去します。ステッカーを付けて２

週間経つと、それを見て市の職員

が持っていきます。 
Ｑ１２： 日本の場合、自転車道とか駐輪

場を造ると国から補助金が出るの

ですけれども、アムステルダムで

は市が出すのですか、それとも国

の支援があるのですか。 
Ａ１２： 正確に言うことはできませんけ

れども、お金は国から市に来てい

るわけです。その市のお金を使っ

て道路を造っています。私たちは

市のお金で造っていますと言いま

すけれども、その元を辿れば国に

なっていることは確かです。 
 ただ、国から市に来るお金の中

から私共がここに自転車道を造る

と決めてそこにお金をかけていま

す。自転車というのは、私共にと

っては足になりますので、そうい

う意味では、歩行者のための道路

とか車のための道路というよりも

私共の足である自転車のために、

市のお金を使っています。 

 アムステルダムの場合、バスが

走っていますが、バスのお金の

20％は利用者からのお金を使い、

残りは政府が出しています。 
 地下鉄や電車の線路、駅を造る

ことに関しては、政府から特別に

補助金が出る形になっています。

駅については、元国鉄であるＮＳ

というのが出していますが、この

ＮＳというものの後ろ側の株主は、

パーセントは分かりませんがほと

んどが国です。そういう意味では、

駅もまた国からのお金が出ている

という形になります。 
 
 



ドイツ Germany 

人と街を大切にする欧州の街づくりを訪ねて 2007 udc■45 

■概要 

＜背景＞ 
 日本よりいち早く成熟社会を迎えている

ドイツでは、都市再生及び地域活性化を目

指した取組みの一つにブラウンフィールド

（工場、貨物ヤードの跡地等の低未利用地）

の再生プロジェクトが展開されている。 
 ドイツ北西部に位置するルール工業地帯

を西に流れるライン川に合流するエムシャ

ー川流域は、石炭鉱業、鋼鉄業、化学工業

などが も密集した鉱業地帯を形成してい

た。かつてはドイツ第一の経済・産業の中

心であったが、1970 年代を境とする産業構

造の転換によって重化学工業が衰退し、経

済活動の低下や人工の減少が見られるよう

になり、現在では失業率１５％と、旧西ド

イツの中では 大となっている。その一方

で、本来豊かな丘陵地であったこの地域は、

工業化と引き替えに水質汚染や土壌汚染が

進むなど、破壊された自然環境や景観が負

の遺産として強く残された地域でもある。 

 
 
＜プロジェクトの概要＞ 
 このような状況を背景に、ノルトライ

ン・ヴェストファーレン州は自然環境の回

復と新たな経済発展、地域活性化を目指し

たＩＢＡエムシャーパーク構想を推進した。 
 
【エリア】 

エムシャー川流域 ８００ｋ㎡ 
（東西約 80ｋｍ、南北 10ｋｍ） 

居住人口約 200 万人 
【組織】 

ＩＢＡエムシャーパーク社 
（州政府 100％出資） 

※89～99 年の 10 年間期限付有限会社 
・資本金 50 万マルク／3500 万円 
・運転資金 4000 万マルク／28 億円 
・職員数 30 名 

【事業手法】 
ＩＢＡ方式（国際建築展覧会方式） 

【事業テーマ】 
①生活を豊かにするウォーターフロント： 
運河港湾を改修し、市民生活に密着した

親水空間を整備 
②歴史の証人（旧産業施設）の保存： 
企業遊休化した施設や土地の再利用 

③公園の中のインダストリーパーク： 
環境技術対策等の新しい産業開発 

④新時代に相応しいハウジング： 
快適な住環境を整備 

⑤社会的・文化的活動への支援： 
社会活動や演劇などの文化活動の活性化 

 

エムシャーパーク 

（ドイツ） 

Emscher park 
阪野武郎（財団法人都市づくりパブリックデザインセンター）

【ルール地方】 



ドイツ Germany 

46■人と街を大切にする欧州の街づくりを訪ねて 2007 udc 

 

 

■特徴 

＜ＩＢＡ方式＞ 
 当該事業はＩＢＡを活用したプロジェク

トであり、Ｉはインターナショナル、Ｂは

バウエン（英語のビルディング）、Ａはアウ

シュテルン（英語のエキシビジョン）の頭

文字で日本では国際建築展覧会と訳されて

いる。 
 建築や都市計画でその時の先端的なテー

マを取り上げ、それを恒久的に展示するド

イツの伝統的な手法であり、展覧会のよう

に新しいアイデアを外部から積極的に集め

る点、プロセスを全部公開している点を特

徴としている。 
 ＩＢＡの基本戦略 
 ・土地のリサイクル利用（産業遊休地の

再利用）推進による都市的土地利用拡大

の防止 
 ・補修、改善、用途転換による建物や生

産施設の耐用年数の向上。エコロジカル

な建築理論による新築 
 ・エコロジカルな製品やエコロジカルな

製造法に向けた地域的な生産構造の転換 
 
＜プロジェクトの特色＞ 
１）効率的なプロジェクト体制 
 複数自治体にわたる広域の約 120 のプロ

ジェクトを実施するためには、複数の地元

自治会と州政府との間での意思決定の調整

が必要となるため、10 年の期限付有限会社

「ＩＢＡエムシャーパーク社」（以下ＩＢＡ

社）が設立された。 
 組織としての柔軟性を保持するため、計

画の推進組織を行政内に置かず民間組織と

したため、状況に伴う計画変更への迅速な

対応や民間への投資をスムーズに行うこと

が出来た。職員数は 30 名で、計画や事業実

施の権限はな無く、自治体や民間企業から

発案される個々のプロジェクトの調整やコ

ンサルタント支援の活動を主な業務として

いる。 
 
２）プロジェクトの選定方法 
 ＩＢＡ社は、エムシャー川流域地域の緑

地と水系の保全と回復、雇用の拡大、住環

境の整備、産業遺産の保存を目的としたプ

ロジェクトを地域社会の中から掘り出して

事業化を進めた。 
 具体的には、先ず住民や自治会、企業に

よる地域づくりの提案があり、エムシャー

パーク運営委員会（ＩＢＡ社運営委員、州

市の代表、市民代表）により優れた内容の

ものを選定する。次に各専門家（芸術家、

デザイナー、建築家など）から選定された

提案に対するアイデアを公募し、集まった

アイデアで住民によるコンペを実施し、洗

練された地域づくりが展開される。 

 
 120 のプロジェクトには、全く新しい施

設をつくるよりも、地域で親しまれた古い

建物や産業遺産を活かしながら部分的に新

しい機能を組み込んでいく内容のものが多

く見られ、地域ごとに複数のプロジェクト

を実施することから互いの相乗効果を考慮

【ＩＢＡエムシャーパーク】

【ルール地方の産業遺産群ルート】 



ドイツ Germany 

人と街を大切にする欧州の街づくりを訪ねて 2007 udc■47 

【北景観公園全体図】 

【製鉄所遺構を活用した北景観公園】 

【公式訪問風景】 

しながら結束させる必要がある。ＩＢＡ社

では５つの事業テーマを設けて全体のマネ

ジメントを実施した。 

３）官民協同によるプロジェクト推進 
 ＩＢＡ社が認定することで、その事業に

は幾つかのメリットが与えられる。 
①プロジェクト実施面でのプライオリティ 
：自治体の実施順位が同じ評価の場合に

は優先的に採用される。 
②ＩＢＡ社のコンサルティングサービス 

：補助金の 適な組み合わせの提案やア

ドバイスを受けられる。 
③ＩＢＡ社による宣伝効果 
：事業にＩＢＡブランドが付くことで社

会的信用が高まり、ＩＢＡ社が海外に向

けて宣伝してくれる。 
総プロジェクトの事業費合計は約 3,000

億円に上るが、そのうち約６割が公共事業

であり、産業遺産の活用や文化振興、自然

回復など民間だけでは不可能な再生事業を

積極的に展開した結果、ルール地方は重工

業地帯という地域イメージを変えることに

成功している。 
 

■個別プロジェクト（公式訪問） 

（１）Landschaftspark Duisburg-Nord 
：デュイスブルグ北景観公園 

 ブラウンフィールド再生の代表的な事例

として、デュイスブルグ市北部のマイデリ

ッヒ地区とハムボルン地区の間にある製鉄

所跡地を自然公園に再整備した北景観公園

を訪問。 
 〔日時〕平成 19 年 10 月 10 日 
 〔対応者〕Karl-Heinz-Roth 氏 

（元製鉄所職員） 

 
 
＜これまでの背景＞ 
鉄鋼メーカーのディッセンが１９０３年

に製鉄所の操業を開始し、その後発展を続

け、１９８４年には 8 千万マルクの巨額を

投資して高炉等の再整備を実施したのだが、

欧州共同体（ＥＣ）加盟国による鉄鉱石分

配規制により９，０００ｔ／月以上の製造

が禁止された影響で、再整備の翌年１９８

５年に閉鎖に追い込まれた。その後、この

２５０ha の広大な土地を市が１マルクで

買い上げ（但し土壌汚染や廃棄物処理も込

み）、建物や製鉄施設を活用した公園整備を

進めてきた。利用コンセプトとして、「でき

るだけ手をいれず、工業と歴史、自然を感

じられる空間をつくる」という提案がコン

ペにより採用されている。 
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【ビジターセンター】 

【ガスタンク】 

【元職員の Karl 氏】 

＜概要＞ 
公園は現在、年間５５万人の来場者を迎

えており、頻繁に学生などの視察が訪れて

いる。園内では、ビジターセンターのほか

に、登山協会やダイビング協会などの職場

で計４００名ほどが従事しており、これ以

外にも Heinz 氏のような元製鉄所職員がボ

ランティアでガイドなどの活動をしている。 

運営や管理は、それぞれ施設ごとに市が

公認したグループや同好会などが参加費や

会費を徴収して実施しており、事故などの

安全管理についてはすべて自己責任として

いるなど、行政としては直接関与していな

い。なお、自己責任であることについては、

遊戯施設でも国の厳格な規格に基づいて設

置されているので、危険度は低いとする考

えに基づくものである。 
工場跡地という環境であるが、コンクリ

ート水路は多自然型に改良し、浄化プラン

トの設置や雨水による水の循環などによる

改善を図り、ま

た下水処理に

ついても改良

がなされてい

るため、園内を

流れる川の透

明度は高い状

態である。 
この景観公

園は、既存の産

業施設を飾る

ことなくそのままの形で残し、かつ OB の

実体験を交えたボランティアガイドにより、

操業していた当時の面影を訪れた人々に感

じさせる歴史・産業テーマパークでもある。 
 
＜主な個別施設＞ 
□Gasometer（ガスタンク） 
 直径 45ｍ、深さ 13ｍ、 大で 20,000
㎥の容量を持ち、スキューバダイビング

の練習場として現在は利用されている。

底には小石を敷き詰めたり、大型クルー

ザーを沈めるなどで臨場感を演出する工

夫をしている。 
□DampfgeblaseHalle（ウォーターポンプ） 
 映画や演劇、コンサートなどのイベン

トホールとして利用。 
□Klettergarten（資材置き場） 
 コークスや石炭等の資材置き場の壁や

仕切りを活用して、ロッククライミング

の練習場として利用されている。 
□Eisenbahnstrecke（搬送鉄道跡） 
 当時はこれで精錬した鉄を搬送してい

たが、現在ではイベント等で蒸気機関車

を運行している。 
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【ウォーターポンプ】 

【資材置き場】 

【鉄道施設跡】  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（２）Gasometer Oberhausen 

：オーバーハウゼン産業史博物館 
 1929 年に建てられた高さ 117.5ｍの巨

大なガス貯留施設を、オーバーハウゼン

市が 1990 年代始めに壮大な展覧施設へ

と転換した。現在では、年間 280 万人を

超える来場者を迎え入れている。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【産業史博物館（外観）】 

【産業史博物館（内部）】 
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■都市の概要 

 ドイツ南部、バーデン

ヴュルテンベルク州の州

都で、ミュンヘンに次ぐ

南ドイツ第二の都市。人

口約 59 万人。面積約 207
平方 km。ベンツ、ポル

シェ、ボッシュなどの世

界的企業の本社が置かれる工業都市であり、

ドイツの産業を牽引する経済都市でもある。

またバレエ、オペラなど文化や芸術面でも

評価が高い。 

 
【駅の塔に輝くベンツのマーク】 

ネッカー川沿いに位置し、周囲を丘陵に

囲まれている。郊外は良質な農地で、キャ

ベツ畑やブドウ畑が広がり、ワインの産地

としても有名である。ネッカー川沿いの広

場では毎年 9 月下旬から 10 月上旬に「フォ

ルクスフェスタ」と呼ばれる収穫祭が行わ

れ、国内外から多くの人が訪れる。訪問当

日は開催期間中であった。 
 

■歴史 

1180 年にシュトゥッテ・ガルテ（意味は

牝馬の園）の名で最初に歴史に現れる。13
世紀に都市特権を得た。それより徐々に発

展するが、17 世紀の三十年戦争で荒廃した。

19 世紀にヴュルテンベルク王国の都とな

り、19 世紀後半より街の工業化が進んだ。 
 

■交通 

●鉄道（シュツットガルト中央駅） 

【シュツットガルト中央駅】 

 
【頭端式ホーム】 

シュツットガルト 

（ドイツ） 

Stuttgart 
高橋隆行（財団法人都市づくりパブリックデザインセンター）

【市の紋章】
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シュツットガルト中央駅には ICE、イン

ターシティなど特急列車が走り、国内はも

とより EU 圏内、スイスの主要都市を結ん

でいる。同駅は頭端式のターミナル駅とな

っており、同駅に停車する長距離列車はス

イッチバックして目的地へ向かう。 
 

●シュツットガルト 21 計画 

現在、EU 圏内を高速鉄道結ぶ計画が進

んでおり、同駅はパリ～ブダペストを結ぶ

路線が通る。この高速化に対応するため、

近郊の鉄道網を再編し、併せて同駅周辺

100ha の再開発を行う「シュツットガルト

21 計画」が進んでいる。この計画において

同駅は現在の地上ホームに直交する形で地

下駅を建設し、頭端式から通過式に変更し

高速化に対応する。同駅の塔には計画の情

報センター(TurmForumStuttgart21)が設

置されている。（詳細はヒアリングを参照） 

【シュツットガルト 21 計画の模型】 

 
【TurmForum にある計画の看板】 

●市内交通 

 
【S バーン・U バーン路線図（抜粋）】 
市内の公共交通として郊外電車（S バー

ン）と地下鉄・路面電車（U バーン）があ

り、空港、競技場などの主要施設や市内各

所を結んでいる。多くの路線が乗り入れる

市内中心部は地下化されている（上図網掛

部）。また運行の本数も多い。郊外の駅には

パークアンドライド施設も整備されている。 

 
【地下に乗り入れる U バーン】 

 
【郊外の専用軌道を走る U バーン】 
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【新型車両 LRT と緑化軌道】 

 
【旧型車両】 

 
【新旧車両の内部 座席が４列に拡大】 
U バーンは新型車両 LRT を順次導入し

ており、対象路線を拡大している。新型車

両の導入にあわせて軌道も広げ（1,000mm
→1,435mm）、車両の大型化が実現した。

また、都心部での地下化と郊外の専用軌道

化により高速運行が可能である。世界有数

の自動車都市で自動車に対抗するためには、

高速大量輸送が重要な鍵である。 
なお、旧型車両は車内にステップがある

ものの路面から直接乗降できたのに対し、

LRT は車内がフラットである反面、床面が

高い（他都市の LRT に比べても高い）ため、

専用のプラットホームが必要である。 

■街並み 

 第二次世界大戦で空爆を受け、大きな被

害を受けた。そのため他の調査都市に比べ

ると歴史的建造物は少ないが、それでもケ

ーニッヒ通りやシュロスプラッツに沿って

20 世紀初頭に建てられた州立劇場や 18 世

紀後半に建てられた新宮殿などが並ぶ。 
街の中心部には高層の建築物は少なく、

駅の塔から街並みを見渡すことができる。 

 
【シュロスプラッツから見た新宮殿】 

【塔からの風景 中央はケーニッヒ通り】 
 

■市内視察 

中央駅から南西に伸びるケーニッヒ通り

は延長約 1km の歩行者専用道路となって

おり、沿道にはデパート、個人商店や、旧

宮殿、美術館などが並ぶ。また商店の前な

どでオープンカフェが営業されており、昼

夜を問わず人通りが絶えず賑わっている。 
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【ケーニッヒ通りの様子】 

【シュロスプラッツの地下鉄出入口】 
 ケーニッヒ通りを含め、シュロスプラッ

ツを中心としたエリアは自動車の進入が規

制され、鉄道も地下化されており、歩行者

中心のまちづくりが行われている。そのた

め、気軽に安心して街を散策できる。結果

的に中心部の人通りの多さと賑わいの演出

につながっているのであろう。 

【中央駅に隣接する公園】 
 中心部を取り囲むように丘陵や公園など

が連なっている。その形から「グリーン U」

と呼ばれている。この緑地帯は市民の憩い

とレジャーの場であるほか、郊外の森林と

併せて市街地の気候を良好に維持するため

に重要なものである。そのため、市内の森

林や緑地の多くが F プランによって開発や

建築行為が厳しく規制されている。 

 
【緑に囲まれた郊外の住宅地】 

その規制の中で郊外の住宅地は、風の流

れや緑に配慮しながら住宅が配置されてい

る。建築物の間に緑が残され、見た目にも

良好な住環境であることがわかる。 
 

■ 市当局ヒアリング１ 

初めに市庁舎を訪れ、都市整備部長のク

ランク氏から市の都市計画の概要とシュツ

ットガルト 21 計画について、部下のバウミ

ューラー氏から街の気候と都市計画につい

て説明を受けた。 

 
【クランク氏とバウミューラー氏】 
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【クランク氏によるＦプランの説明】 

 
【パワーポイントによる説明の様子】 

 
＜クランク氏の説明＞ 

～市の都市計画について～ 

●都市計画の概要 

 
これは市の模型。模型によって新しい計

画は景観上問題がないか確認する。これは

重要な作業である。 
この町には超高層ビルがない。風の流れ

を阻止するので超高層ビルは作らない。山

の方には 50 の通りがあり、家は通りの山側

にしか建っていない。家からの景観を損な

わないよう、緑が多く残るよう配慮してい

る。山のカーブに直角に建物を配置してい

るので風の流れを阻害しない。 
公共、非公共に関わらず大きな建物は建

築家のコンペを行う。EU の規定ではコン

ペは全 EU を対象にしなければならないが、

応募も多く費用も時間もかかるため、ある

程度絞って 10 程度の事務所の指名コンペ

を実施している。 
 

●ＦプランとＢプラン 

ドイツの都市計画は、連邦政府による計

画はなく、各市町村が計画を作成する。し

かし市町村に任せるだけでは各市町村の意

見がぶつかる（わがまま）ため、コーディ

ネートする必要がある。そのために州ごと

に一般的な計画、または州を地方に分けた

地方計画を作成している。例えば、シュツ

ットガルトには大きなショッピングモール

がない。街の中心にある昔からの商店街を

守るよう、郊外のショッピングセンターを

作らないようにしている。隣の町がシュツ

ットガルトに隣接するようにショッピング

センターを作りたいとしても、地方計画に

よって規則があり、各市町村が勝手にそう

いったものを計画できないようになってい

る。その中で重要なのが F プランと B プラ

ンである。 

 
これは F プラン。シュツットガルト地方
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には大きな川が流れ、森や丘が周りを囲ん

でいる。地方計画で定めた自然区域は市町

村が勝手に変更することができない。赤い

点で示したものは商業と住居の集積地域。

緑色の部分は全く変更できないが、緑の縦

縞部分は規制が多少緩やかである。緑線で

囲まれたところは自然保護区域。赤い線は

道路と線路で、赤い点線は道路と線路の予

定地を示す。赤い点線部分は空地を確保し

ておかなければならず、市町村は新たな計

画をすることができない。 
 

●ドイツの都市圏 

 ヨーロッパにおけるドイツの新しい都市

圏を示した図。シュツットガルト都市圏と

しては 350 万人の人口規模。なおシュツッ

トガルト地方としては 260 万人。 
 
●市の都市計画の歴史 

 
 1930 年の市庁舎前広場と市庁舎の様子。

市庁舎は 1904 年建築のネオゴシック様式。

当時のドイツは豊かだった。 
1945 年の空襲で町の 80%が破壊された。 

戦後、1950 年代には旧ドイツ領であったチ

ェコ、ポーランドなどから多くの避難民が

押し寄せ、多くの住居を建設しなければな

らなかった。1950～60 年代にかけての計画

は「たくさんの緑、たくさんの新鮮な空気、

たくさんの光を」という思想で高層住宅が

建設された。しかし棟の間に多くの空き地

が生まれ、そこが荒廃していったため、高

層住宅の評価は長くはなかった。その後

1970 年以降はあまり緑を多くせず、密集し

た計画に変わった。 

 
この地方の人々は自分の家、ファミリー

ハウスを人生の目標にしている。土地が 1
㎡ 500～700 ユーロ。一戸建ての標準の敷

地は 5 アール（＝500 ㎡→約 4 千万～6 千

万円）。かなり高価で買えない。そこで一般

市民が買えるようなテラスハウスが登場し

た。これなら敷地が 1 軒当たり 2 アール程

度で済み、40 万ユーロ（6 千万円前後）で

住宅を提供できるようになった。 
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1974 年の F プラン。この計画は当時 64
万人の人口だったが 85 万人を想定して作

成した。当時は人口増加が大きく、人口減

少を想像できない時代だった。しかし 1961
年から 1970 年は横ばい、1970 年以降は減

少している。これは交通網の発達による郊

外への移住が要因である。仕事先もこれま

で市内にあったが、最近では郊外や外国に

移りつつある。現在の人口は 58 万人。2020
年には 56～57 万人に減るだろう。 

 
市街地はこれまで拡大してきたが、今ま

でのように開発を続けていくと 2080 年に

は森が消滅してしまうだろう。連邦政府と

州は、1 日 150ha が道路や住居になり緑が

減少しているため、2020 年までにはこのペ

ースを 10%に減らし、1 日 15ha にしたい

と考えている。 

 
2010 年の F プラン。市街地を再開発して

現在あるものを活用し、周辺を残すのが市

の方針。550 万㎡の開発動向のうち、530
万㎡は既存の施設を活用するものである。 

また、現在は市内の再開発可能な場所を

投資家に紹介できるシステムがある。現在

500 箇所のデータがあり、カード化され、

一目で状況が把握できるようになっている。 
 
●再開発と土壌汚染問題 

 

再開発の場合の問題点として、工場跡地

であれば土壌汚染の心配がある。 
カーンシュタットという貨物駅を例に話

すと、ここはフォルクスフェスタの会場で

あり、ホテル、スポーツ施設などを計画し

ている。以前は鉄道の修理工場があった。 
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この工場跡地で再開発の予定だが、土壌

汚染が問題となっている。建設前にまず土

壌をきれいにしなければならない。 
青い点は鉱泉が湧いている場所で、24 箇

所ある。土壌汚染の影響を心配している。

現在、EU 全体で土壌をきれいにする取り

組み体制が構築されている。 
 
●グリーンＵ 

 
市街地を囲むように緑地が広がる。これ

を「グリーン U」と呼んでいる。1939 年以

降、連邦ガーデンショーと国際ガーデンシ

ョーが開催されている。公園同士は橋でつ

ながれ、道路を横断せずに移動できるよう

になっている。これらは市街地に隣接した

貴重な緑である。 

 
午後訪問予定のキレスベルク公園もこの

グリーン U の一部である。その一部がメッ

セ（展示場）になっているが、手狭になり

新しい展示場が空港のそばに完成している。

古い展示場跡地は住居になる予定である。

その計画においてもグリーン U を分断しな

いようにしている。 
 
●都市計画における CO2 削減の取組み 

世界問題である CO2 の削減については、

新しい住宅はもちろんだが、古い建物もい

かに CO2 を削減できるかを考えている。 

 
2008 年からは住宅の CO2 に対する性能

を色でわかりやすく示した「エネルギーパ

ス」を作成し、家賃に反映させている。 

 
グラフ右の家はゼロエネルギーのパッシ

ブハウスと呼んでいるもので、非常にエネ

ルギー消費が少ない。また、現在は多くの

家の屋根に太陽電池が載っているが、自宅

での消費以上の電気を発電できる。 
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左は一般的な給湯と暖房の解説図。右は

熱交換器を利用した新しい空調・給湯シス

テムの図。古い家は石油で暖房しているが、

新しい家は地熱、太陽熱を利用している。

市民が自宅をリフォームするときは CO2
削減のためのアドバイスを受けられる事務

所がある。 

 
これはエスリンゲンにあるパッシブハウ

スの家。断熱材の厚さは 20cm にもなる。 

 
この地域は住宅の屋根の一部にソーラー

パネルが設置され、必要な給湯を全て賄う

ことができる。その湯を集める給湯タンク

が小学校に設置され、また太陽エネルギー

の利用状況を示すパネルも設置されている。 
 
●バイオ燃料と景観 

現在この地方の農業に大きな動きがある。

アメリカで 30%のガソリンをバイオ燃料に

するということ、また EU の補助金が変わ

るということでドイツの農業に大きな変化

が起きている。 

 
この地方の土地は非常に豊かでキャベツ

畑が広がっている。キャベツはザワークラ

ウトなどドイツ人にとって重要な野菜。し

かしキャベツを作るよりもバイオ燃料用の

作物を作る方が補助金が高いためそちらに

移ってきている。バイオ燃料を作るにはた

くさんのとうもろこしが必要。バイオ燃料

500kW 分を得るには 300ha のとうもろこ

し畑が必要だが、とうもろこし畑が広がる

のは景観的に問題がある。 
 

●都市計画における雨水対策 
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これまで雨は下水道を経由して川に放流

していたが、気候変動によって豪雨と洪水

が発生するようになった。そこで地域に降

った雨は地域で保つよう計画している。 
郊外に景観ステップと呼んでいるものが

ある。大きな階段状になっていて、緑の下

に 1m の砂利の層を作り水が溜まるように

作っている。上の段が溢れたら次の段に溜

まるようになっていて、降った雨を溜める

ことで洪水発生を防止するようにしている。 
 
●河川の水質改善 

 
1970 年代、シュツットガルト周辺の河川

は非常に汚れていた。図で赤いところほど

汚れている。しかし 2000 年には赤いところ

はなくなった。昔は魚が住めなかったが現

在は鮭も登ってくる。下水処理機能がしっ

かりしていない市町村は新たな住宅地を整

備する許可が出なくなった。しかしこれま

で放置してきたところを急に改善すること

は難しかったため、政府より 70%の補助が

出ることになり、浄化施設の整備が進んだ。 

 

その結果、ネッカー川の周りにネッカー

パークという住民が楽しめる公園が計画さ

れた。川はほとんどがコンクリートで整備

されていたが、費用をかけて部分的に元の

自然豊かな美しい川に戻した。 
 

●開発と自然保護 

EU の規則で、開発で自然を壊す場合は

代わりにどこかで自然を回復しなければな

らないことになっている。 

 
例えば B14 という高速道路を作ったが、

一方でネーゼンバッハという小川が暗渠化

されていたところを元に戻した。またベン

ツ社も配送センター建設で開発を行ったが、

その代わり水辺に湿地を作った。これは自

然のためのものであり人が利用するような

湖ではない。また道路によって緑が分断し

ないよう、道路の上に緑道をつくり、動物

が往来できるようにしている。 
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●中心部の交通問題 

 
1962 年に最初の交通計画ができた。図の

赤いところは歩行者天国。黄色の太い線は

広幅員の道路。そこには S バーンや U バー

ンがあり、公共交通機関で街の中心部まで

来ることができるように計画されている。 
現在の市の施策は新しい道路や交通機関

を作ることではなく、過去の過ちを矯正す

ることである。 

 

 
シュロスプラッツの脇の通りは、以前は

地上を自動車が通っていたが現在は地下道

になっている。かつて街の中心の歩行者天

国を実施するためにこの通りをどうするか

が問題であった。地上を市道と路面電車が

通り、地下を国道が通っていた。通りの十

字路の左右が歩行者天国になっていたが、

クリスマスシーズンなどは歩行者が多く横

断し、地上は自動車が通行できないほどで

あった。この地上部分の左右 3 車線の道路

をどうするか考えたが、閉鎖してみたとこ

ろあまり問題がなかった。 

 
通りに面した銀行が反対をしたこともあ

ったが、現在は当時の構造物を撤去して道

路の上に現代アートの美術館が建っている。 

 
またコンラッドアデナウワー通りの例で

は、非常に交通量の多いこの通りの両側に

州議会、オペラ座、美術館、音楽大学、図

書館が集まっていた。 
この通りを横断できるようにするため、

まず歩道橋を撤去して地上を歩行者が渡れ

るようにした。また通り抜けの自動車は地

下道を通り、地上の交通を減らした。 
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将来的にはグリーンの軸ができる。自然

の回復は世界の流れでもある。 
 
～シュツットガルト 21 計画～ 

●ヨーロッパの高速鉄道計画 

 
ヨーロッパの大都市が高速鉄道で結ばれ

る計画がある。この中でパリとブダペスト

を結ぶ路線があり、これはシュツットガル

トも通るものである。最近パリとシュツッ

トガルトは高速鉄道が互いに乗り入れでき

るようになった。パリへの移動は 6 時間以

上かかったものが 3 時間 39 分で結ばれた。 

 
またドイツ国内でも高速鉄道の整備が進

んでいる。費用がかかるものだが経済効果

は大きく、ぜひ完成させたいと思っている。 

 
その中でシュツットガルト 21 計画は、こ

れまでシュツットガルト駅が頭端式だった

ものを通過式にして鉄道のスピードアップ

を図るものである。また新しく空港近くに

展示場ができるのでそこを結びさらにウル

ムまで高速路線を結ぶ計画である。 

 
また駅周辺に操車場などもあるが、駅が
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通過式になることで 100ha の土地が街の中

心に新たに生まれる。 
 
●駅舎改築コンペ 

1997 年に最初のコンペが行われ、119 の

提案があった。 

 

 
最終的に選ばれた案は、最も環境にやさ

しい駅ということで受賞している。ドイツ

鉄道の提案はガラスを多用するものであっ

たが、市は他のアイデアを求めてコンペが

開催されたものである。新しい設計は夏で

も空調が不要で、光も自然光を利用してエ

ネルギーの削減を行っている。 
 

●100ha の再開発計画 

市街地の中心部に 100ha の再開発用地を

得るということが重要である。100ha で

11,000 人の住民、24,000 ㎡の仕事場、20ha
の公園ができる。公園も職場も近い理想的

住環境ができる。線路で分断された街が一

体化される。 

 
基本計画も様々に募集された。新しい計

画を市民に理解してもらうためにワークシ

ョップが開催された。そして 1997 年 7 月

に新しい基本計画が決まった。 

 
 
＜バウミューラー氏の説明＞ 

～街の気候と都市計画～ 

●市の気候の現状分析 

 
気候専門学者と都市計画技術者は密接に

仕事をしている。街の気候に影響を与える

要素のうち、街の高度、水が近くにあるか、

といったものは変えることができない。し

かし街の大きさ、人口、エネルギー使用量、
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生活圏、産業による影響、自動車による影

響、緑の量などの要素は変更することがで

きる。 

 
シュツットガルトは盆地で、すり鉢の底

にあるような地形。周りは森と農地に囲ま

れ、ネッカー川が流れている。面積約 200
平方 km の半分に人が住み、25%が森。街

の中心はドイツとしては密度が高い。周囲

の高台は住宅地であり、緑に囲まれている。 

 
盆地のため風速が非常に緩い。街の中心

は風が非常に遅く、大気汚染を追い出すこ

とは困難である。 

 

またヒートアイランドの問題も抱えてい

る。温度分布を見ると中心部はとても暑い。

夜 10 時になっても温度が下がらない。アス

ファルトや石が熱を抱えているためである。 

 
大気汚染も問題。シュツットガルト地方

の CO2 の測定を行ったところ１年間に一

人当たり年間6トンのCO2を排出している。

また大気汚染物質も測定した。シュツット

ガルトの中心部が一番濃い色になっている。 
私たちは研究を重ねてクリマアトラスを

作成した。気候のデータを集めてそれに対

する措置を考えることができる。 
 
●空気の流れの確保 

街の気候を改善するために市が行ってい

ることを紹介する。 

 

 
重要なのは新鮮な空気の流れを阻害する

ことがないようにすること。そのためには

そこに建物を作らないようにする。 
矢印の部分が風の流れ。大気汚染を防ぐ
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にはこの流れの部分を開けておかなければ

ならない。この冷たい空気が夜の間に街に

流れ込む。南西からの風が特に大切である。 

 
また風向きや強さなどの情報も重ね合わ

せて市の F プランが作られる。まず緑色の

部分を保護することが重要。赤いところが

住居。茶色は住居と商業・工業的利用が混

在している。緑の地区は建築ができない。 

 

 
B プランでは F プランの内容が細かく規

定される。建物の高さ、木を植える場所、

屋上緑化なども決められる。緑の部分は個

人の庭や公園であったりする。法律的に緑

を残すということで B プランが重要である。 

 

 
例えばこれは先ほどのＢプランのエリア

における事例だが、ビジネスパークの周り

を緑で囲んで、大きな風の道、小さな風の

道を作っている。こういった取組みが大切

である。 

  

 
街の中心部は密度が濃いが、まわりの高

台は緑に囲まれている。高台の住宅地の間

は緑になっていて風の通り道になっている。
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しかし一部で風を阻害する住宅もあり問題

である。 
 

●緑地の拡大・保護 

 
街は完成してしまっているが、この街の

気候を守るために何ができるか。例えば緑

の面積を増やすほど温度を下げることがで

きる。そこで屋上緑化を推進している。市

内は多くの緑化屋根が見られる。 

 
また緑の線路も整備している。226km の

路面電車のうち、32kmが緑化されている。

街路樹と緑の線路は大変美しい景観である。

公園の中でも緑の線路が見られる。 

 
駐車場も緑化が可能である。併せて雨水

を浸透させることもできる。それが蒸発す

ることで温度が下がる。また街路樹による

緑化はアスファルトに影を作ることができ

る。人間もその効果を体感できる。 

 
また、シュツットガルトの森を保護する

ことが大切。森の中に建物を建てることは

できない。森は新鮮で冷たい空気を街に供

給してくれる。さらに、家の表面を緑化す

ることも有効である。 
 
●その他の取組み 

 

 
街の高層建築物については、地図の赤い

部分だけに高層建築物が認められている。

また風の流れのシミュレーションを行って

いる。 
排出物の節減も取り組んでいる。住宅の

暖房、工場の排気から CO2 を減らすことが

必要。そのことで街の気候を良くすること

を目指している。 
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太陽光線の影響も調べる必要がある。高

台が多いということは、高台の太陽エネル

ギーをいかに使うかが大切。エネルギー活

用の有利な場所も調査している。 

 
パッシブハウスの場合、建物の表面でど

れだけエネルギーを得られるかを計算でき

るソフトも開発されている。街を計画する

際に非常に有利なツールになっている。 
 
＜意見交換＞ 

日：都市計画と気候の計画を組み合わせる

ことに何年取り組んでいるのか。 
独：50 年やっている。戦後すぐに気候専門

学者と共に都市計画の仕事をするよう

になった。特に気象学者と都市計画者が

一緒に仕事をしているのはシュツット

ガルトくらい。街の気候はグローバルな

気候の変化によってより重要になって

きている。気候の変化に対応できるよう、

また街の気候の質を上げるために共同

での仕事がますます重要である。 
独：日本でもまちづくりにおいて気候は大

切に見ているのだろうか。 
日：意識は高まっているが、実際の都市計

画に実現するのはまだの状態。自治体単

位では屋上緑化などの義務や支援を始

めている。 
独：ドイツでは連邦の法律で義務付けがさ

れている。 
日：日本もその方向に動くと期待している。

シュツットガルトの「風の道計画」は

30 年前に日本でも翻訳されて紹介され

た。東洋も昔は風水思想があったのだが

忘れ去られた。逆にシュツットガルトの

計画が東洋に影響を与えている。 
独：緑は非常に高価。シュツットガルトで

も簡単には進まない。しかし気候の悪化

で病気になれば治療などもっと費用が

かかるだろう。元の部分が一番重要だろ

う。人間の生活圏の質を上げることが大

切。またドイツでは冬の暖房のための断

熱が重要だが、夏にクーラーを使わない

ようにすることも大切。 
 

■ 市当局ヒアリング２ 

 次にキレスベルグ公園管理事務所を訪れ、

所長のエバート氏と部下のブルックハルト

氏に緑地の維持管理などについて説明を受

けた。 

 
【エバート氏とブルックハルト氏】 

 
＜両氏の説明＞ 

この事務所は公園などの維持管理が担当

である。シュツットガルトの公園、緑地、

緑道、森の管理には年間 400 万ユーロかか
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る。また新たな公園の建設等に 500 万ユー

ロかけている。 

 
我々は秋になると春に咲く球根を植える。

540 種類の草花が植えられ、チューリップ

の 20,000 個の球根を植える。5 月からは夏

の花としてバラが植えられる。庭師のマイ

スターがいて、それらの計画を立てる。 
技術者は計画立案や設計者への発注、工

事の管理を行う。財政上の問題から多くの

エンジニアがリストラされ人材不足が悩み

である。 
一人のエンジニアが 55 万ユーロのチェ

ックが可能だが、それ以上は無理。本当は

いろいろとやりたいことがあるができない。

予算があれば仕事ができる。 

 
木は 10 万本あり、毎年目視検査する。街

路樹であったり公園の木であったり、街中

の木が対象。 
市には 424ha の公園、景観保護区域が

133ha、墓地が 204ha、子供たちの遊び場

が 470 箇所 93ha、道沿いの緑なども 270ha。

合計 1,125ha。さらに森が加わる。 

 

 
重要な仕事の一つに屋根の緑化がある。

園内で 36 度の傾斜の屋根を緑化している。

これはマットを敷いて土が流れないよう押

さえている。またポプラや白樺などの木が

生えないよう抜く必要がある。根が屋根を

壊してしまう。1992 年に作ったが現在も順

調である。市が作る建物は可能な限り屋上

緑化を行っている。 
景観ガーデナーと花を栽培するガーデナ

ーが合計 20 人いる。 
100 万種の植物を栽培するために必要な

のがコンポスト（堆肥）。園内の木の枝など

を裁断してコンポストを作っている。 
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この公園事務所は 100 年の歴史がある。

独立組織として活動している。森林と墓地

の管理も引き受けているので３部署が統合

されている。 
この公園のあるキレスベルグ山は重要文

化財になっていて保護されている。 
財政上の問題から業務自体の民営化の話

もあったが我々が頑張っている。安易にコ

ストを削減できないことが多く、また東か

らの労働者や企業の仕事の質が低く問題で

ある。民営化すべきではないと考えている。 

 
 
＜意見交換＞ 

日：屋上緑化は法律で義務付けているが、

推進のために技術指導や補助などの支

援はあるか。 
独：現在は個人住宅の屋上緑化には 1 ㎡あ

たり 50 ユーロの補助金が出る。その予

算は年間 10 万ユーロ。ただし B プラン

で義務付けられた地域には補助金は出

ない。また公共建築物の緑化は義務付け

られている。 
日：東から来た業者の質が問題になったよ

うだが、他国からの造園業者の影響はあ

るか。 
独：ドイツの会社が外国などから安い労働

力を連れてくるため安く入札してくる。

しかし最終的にはレベルが低く、草花が

枯れるなど問題がある。 
日：ロンドンではオリンピック景気でオラ

ンダなどからいいデザイナーが活躍し

ている事例もある。外国からのいい影響

はないか。 
独：オランダの業者は元々レベルが高いか

らいい影響もあるだろう。一方、公園や

学校のまわり計画をするときは市民参

加で行う。そうすることであとからクレ

ームが少なくなる。うるさい人も庭造り

に参加させて文句を言わせないように

考えている。公園作りも市民参加が大切。

まちづくりの部署で青少年の家を作っ

た。実際に工事に青少年を参加させたと

ころ、自分たちで作ったことが愛着にな

り破壊行為などがなく大切に使っても

らっている。スケートのコースを作ると

きも意見を聞いた。そうすると自分たち

のものという意識が生まれ、大切にして

くれている。市民参加は重要。もう一つ、

景観保護区域や自然保護区域になって

いる牧草地は年間 2 度しか草刈ができ

ない。残りは市が引き受けることになる。

しかし刈り方に工夫が必要。思うように

刈ることができず、牧草地をいい状態で

維持しにくいのが課題。一般の人たちが

目の保養で楽しむにはいいことだが、牧

草地や生物にとっては好ましいことで

はない。 
日：日本も財政上の問題で管理費用などの

支出を抑えている。例えば簡単な例とし

て市民も落ち葉を集めるなどの工夫を

している。こちらでは何か事例はないか。 
独：ドイツではそういった事例はない。ド
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イツ人は、「それは公園管理人の仕事、

そのために税金を出しているのだから

手を出さない」という考えだからだ。し

かし新しく子供の公園を作る場合や古

い公園を改修する場合、やり方を変えて、

市民参加の一つとして公園を利用する

人達による協力を得るようにした。こち

らでベーシックな案を提案して、それに

対して子供を含めた近隣の皆さんの意

見を言ってもらう。そのなかでいい提案

は受け入れ、無理な提案は理由をしっか

り説明して納得してもうようにしてい

る。時間がかかる作業だが、意見を入れ

ることで、先ほどの市民参加の話のよう

に、その公園を大切に使ってもらえるよ

うになる。また、シュツットガルトには

150 人の公園のパーテ（名付け親）がい

る。公園の責任者役をやってもらうもの

で、公園に何かがあればすぐに市に連絡

を入れてもらう。木のパーテもいて、木

の様子を教えてくれる。これはどちらも

ボランティア。小川のパーテなどもいる。 
 

 
【公式訪問終了後 公園内にて】 

 

■ まとめ 

公式訪問では、シュツットガルト市の都

市計画の話を聞いているつもりが、いつの

間にか環境の話になっており、最初は戸惑

いもあった。しかし、話を聞くにつれ、市

の地理的条件などから都市計画と環境対策

の一体的な取組みを 50 年前から行わなけ

ればならなかったこと、またそれが結果的

に先進的な取組みになっていることを改め

て認識することができた。 
人間中心のまちづくりを推進するのであ

れば、歩行者、住民にとって心地よい街を

形成するために気候や環境を大切にするこ

とが当然の流れであることは、シュツット

ガルト市のまちづくりを見ると明らかであ

る。鉄道や LRT など公共交通の活性化、中

心部の自動車の排除、緑地の保護や屋上緑

化の推進、いずれの施策も「人間」と「環

境」がキーワードであろう。街をデザイン

することは環境と共生したデザインである

ことが不可欠であるという姿勢は、地球規

模で地球温暖化対策を推進なければならな

い現状を考えると、積極的に見習わなけれ

ばならない。 
一方で、「緑は高価」「コストの削減」と

いう市の担当者の発言も重い。シュツット

ガルト市でも日本でも財政の圧縮は重要で

あり、様々な工夫が求められている。環境

対策といえども潤沢な資金を用意できるわ

けではない。ただ単に費用をかけて街や緑

を整備するのではなく、限られた予算の中

で、市民と一緒に知恵を絞って汗をかいて

まちづくりを行うことが、市民みんなが愛

着の持てる街を実現する確実な道であろう。 
シュツットガルト市の訪問は、これから

のまちづくりのあり方について計画と手法

の面から考え直すきっかけとなり、大変貴

重なものであった。 
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