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司会：民都機構では、昨年 9 月の末から

10 月の始めにかけまして、伊藤滋先生、

東大の大西隆先生にお願いいたしまして、

欧州 4 カ国の都市開発の状況等について

調査をお願いいたしました。お手元にお

配りしております「欧州都市再生調査寄

稿特集」というアーバンスタディの特集

号の 2 頁に行程表が出ておりますが、デ

ンマーク、ドイツ、オランダ、スウェー

デンと調査して参りました。伊藤先生は

後半のドイツから参加頂きました。 

本日は、伊藤滋所長に、視察していた

だきましたベルリン、ハンブルグ、アム

ステルダム、ロッテルダム、ストックホ

ルム等の各都市における、都市の魅力と

なっているその美しい街なみとまちづく

りのあり方につきまして、スライドを見

ながらお話しいただくということにして

います。 

 

伊藤： 皆様方、「欧州都市再生調査寄稿

特集」を見てください。3 頁に「ジオラ

マ」と書いてありますが、ヨーロッパで

はどこの都市に行っても、500 分の 1 の

模型がありました。日本でも、森ビルと

か三菱地所とか三井不動産では 1000 分

の 1 の模型を作っています。1000 分の 1

だと何かお客さんが模型を見る感じです

けど 500 分の 1 になりますと他人事では

ないと、そういう模型に対する密着度が

ガクンとあがります。500 分の 1 の模型

は後で出てきますけど、やっぱりこれぐ

らいのものを我々は作っていかなければ

いけないかなと思うのです。 

4 頁は「インフォメーション・センタ

ー、広報センター」といったものが、そ

の模型を中心にして、抜群にしっかりし

たものがどこの町でも設置してあります。

オランダでしたか、人口 10 万人位の小さ

な町（アムスフォート市）の市役所にい

きましてもこの部屋の 2 倍位のところに

模型から資料から展示、そしてスライド

を見るような場所がバッチリと作ってあ

りまして、そこへ皆ぶらっと来て見るこ

とが出来るようになっています。 

それから、「移民とまちづくり」、これ

はオランダで出てきますけど、5 頁の右

上に、10 年前ですが、1992 年にジャンボ

の貨物機が突っ込んで 43 人が死んだと

いう事故があり、それがどういう場所か

書いてあります。これは後で読んで下さ

い。要するに移民というのは大変なもの

だなあ、ということです。 

6 頁にいきまして、ヨーロッパ、特に

北欧では、「シティプランナー」というの

  



は一つの独立した職業になっていまして、

市役所で係長、課長補佐という位置づけ

ではないのです。昔で言えば戦前の旧内

務省における勅任技師とかそういう感じ

です。そういうことで、しっかりと仕事

をしています。これはすごいものです。 

それから、「コンサルタント」の活躍、

これはベルリンでコンサルタントの人に

2 日間ついてもらってキチッと話しても

らいました。これは市役所に訪問といっ

て 2 時間ぐらい話を聞くより余程実のあ

る話が聞けました。これは日本でもこう

いうふうにして、福岡市でコンサルタン

トを活用して福岡市の説明をするとか、

仙台でやるとか、こういうのは非常に面

白いのではないかと思いました。 

それから最後 9 頁で、「広告がない」。

これと電柱がないことがどれだけその都

市を良くするかということは、良く見て

もらいたいです。もし電柱があって広告

があって街路樹が貧弱というのは、どれ

ぐらい街がみすぼらしくて品格が無くな

るかというのは、日本がそうですが、気

をつけて見て頂きたい。まずそれだけ言

いまして、スライドを始めます。 

(１) ベルリン 

ベルリンです。これはベルリンのウォ

ーター・シティという名前の民間の再開

発です。民間の再開発で、もともとここ

は、大規模な工場があったところなので

すが、その工場跡地の中でもポプラの木

がこんなに茂っているのですね。こうい

うところにかつての住宅公団クラスの住

宅を建てようというものです。これがウ

ォーター・シティでやっている住宅公団

クラスの団地ですけれど、言いたいのは

デザインセンスが非常に良いということ

です。窓のプロポーションと煉瓦の壁面。

こういうセンスというのは日本人にはで

きないかな。このバルコニーとか非常に

良いのです。これはせいぜい 5 階建てで

すけど、色を積極的に使っていますね。

これが年収 1 千万円、8 百万円ぐらいの

余り金持ちではない家族向けに民間が売

り出しているというものです。こういう

のを作っていました。これは集合住宅で

大衆向けです。先程のが課長クラスとす

れば、これは係長クラス。でも色をはっ

きり付けて自己主張がはっきりしていま

す。 

次は、レアター駅の工事現場で、東京

駅のようなのをベルリンが作っているの

です。場所は、ベルリンの壁の両側に約

1km か 500m かな、ノーマングランドを作

りましたね、壁の周りに。それを取っ払

ったら、そこに幅 1 キロとしてベルト状

の空き地ができて、その真ん中に東西と

南北に走る十字型の国鉄の駅を作ってい

ます。これは看板です。なかなか良いの

で撮影しました。ただ、東京駅のような

スケールではなく、非常にちんまりとし

ていて、駅の格からいえば博多駅ぐらい

ですかね。これが今作っている現場です。

上は、プラットホーム 2 面かな? これは

地下の 2 階ぐらいに南北に走る地下鉄が

あって、上から地下まで吹き抜けの場所

  



を作って、そこから地下 2 階にどんな電

車が入って、どんな人がいるか覗けるよ

うになっている、そういうことを建築家

が考えているようです。これがベルリン

の将来の東京駅になります。今はティア

ガルテンという有楽町のような駅が列車

の始発駅になっているのですが。 

これが東ベルリンの再開発です。面白

いのは、これは昔、非常にみすぼらしい

社会主義建築の高層アパートだったので

すが、東西が合併してから表側を綺麗に

お化粧しました。以前はひどかったので

すが、一応表側を化粧しますと、商品価

値は上がって、取りあえず皆が住むよう

になっているのですね。ただ、隣棟配置

は社会主義建築型ですね。森ビルが大好

きな空き地をいっぱいつくって木を植え

ようと言うものです。ここに 3 棟ありま

す。これは今アパートなのですが、ここ

の場所はウンターデンリンデンか何かの

通りで、商品価値があるというので、こ

れを壊して商業ビル・オフィスビルにし

ようということを考えています。ですか

ら、東ベルリンといってもビジネスとし

て成り立つところは、これぐらいの建物

は思い切って壊してしまう、ということ

です。それがこれです。これを全部壊し

て、将来オフィスビルにしちゃおうよ、

ということですね。西ベルリンより今は

東ベルリンの方が都市再開発は結構にぎ

やかです。これはウンターデンリンデン

通り沿いですが、東ベルリンの西北のコ

ーナー位の所でしたか、ここでは新宿新

都心のようなものをつくって 50 階とか

60 階の超高層建築を 10 本ぐらいつくる

という模型を 500 分の 1 で作っていまし

た。だから、ベルリンが超高層を全て否

定しているかというと、そうではなくて、

東ベルリンの空いた土地、工場跡地とか

練兵場とか、そういうところには超高層

を作ってお客さんを呼ぶぞ、ということ

を考えています。 

次は、ソニーセンターです。これは皆

さんご覧になっているので、どうという

ことはないのですが、一応建築デザイン

は割合有名なアメリカの建築家です。一

応は良いのですが、ただ、問題は冬にな

ると風が通って寒くて寒くて仕方ないと

いうのです。しかし、ダイムラーベンツ

シティよりはこちらの方が日本人には雰

囲気としていい感じでした。 

 この場所全体は左側にソニーセンター

があって、こちらにダイムラーベンツシ

ティがあり、ここはポツダムスクエアで

すけど、これは大規模再開発です。出来

上がってまだ 15 年ぐらいしか経ってい

ないのですけど、これは再開発した通り

に立っている並木です。かなり大きい木

を植えていますけど、木が歩道に覆い被

さっているでしょう。だからどんなにお

日様かんかんの時でもここは日陰になっ

て涼しい風が通るので、素晴らしいです。

この木の効用は、木はどんどん伸びてい

ますから、4 階ぐらいまで伸びても、日

本のように剪定をしていじけたようにし

ないので、とても品格があるのです。と

  



いうことで僕は総理大臣の目の前で緑陰

道路をつくろうといったら久間副大臣が、

自分のメッセージで、国交省としては、

日本でも緑陰道路をつくるぞ、と書いて

ありました。それのヒントはこのスライ

ドです。次はダイムラーベンツシティで

すが、つまらないところです。建築家が

こういうことをして、人の金を無駄に使

っています。 

 これは西ベルリン郊外の別のウォータ

ー・シティで、これはその中の老人ホー

ムです。次のスライドもウォーター・シ

ティの中で 5 階建てです。北欧共通なの

ですが、隣棟間隔が狭いのですが、棟と

棟との間に風通しをさせるというのです。

そこに木を植えまして、だからここの風

が涼しいのですかね。ヨーロッパの都市

計画家は風がどういうふうに流れるか気

にしていまして、建物と建物の間に風を

通させて、夏の対策ですが、暑くさせな

いと。 

 これは移民の貧乏人の入っているアパ

ートです。年収が 400 万円とか 500 万円

の人が入る郊外のアパートです。次は、

その外側の、若い 30 代の工場労働者の人

たちが入る長屋住宅です。メゾネット・

スキップフロアで上がっていって。デザ

インが面白いので写真を撮ったのですが。

積水ハウスの長屋でもこういうのがある

のですが、屋根がね。日本のまちづくり

は屋根を全く無視していますね。屋根の

美しさは後でもでてきますが、これも長

屋だけれど、屋根をつくって、裏庭をつ

くって、屋根と建物全体で景色として見

せるという工夫をしています。次は逆の

軽量鉄骨主体の長屋です。これは建物の

外の生け垣に厚みがあって、あまり剪定

しないで上に延ばして花が咲きますから、

この生け垣で長屋の建物が良くなるので

す。日本の造園家さんはどうしてこうい

うことをやらないのですかね。と、ため

息をつきました。これが歩道で、ここに

生け垣があって、こっちに駐車場があっ

て、と、あるルールがあります。 

これは今の長屋住宅の近くで、建て売

りの 2 戸 1 の住宅です。これはドイツで

典型的なファサードですね。これは新築

ほやほやの分譲中、売ります、というも

のです。郊外で、西ベルリンから車で 30

分ぐらいの麦畑の真ん中です。つぎが前

庭ですが、木柵でこうして透けて見せて、

いろいろな庭木もあまり剪定しないで、

伸びやかに延ばして、いいですね。日本

のブロック塀で囲んで中を見せなくして、

そこに庭師がチャキチャキとなんでも摘

んでいくより余程良いということで撮っ

たものです。単純構造で間取りも単純、

建物の立て方も単純ですからガッチリし

ていて、安普請だけれども非常にしっか

りした厚みのある建物です。 

(２) ハンブルグ 

これは、ハンブルグです。これは横浜

の新港ピアだと思って下さい。横浜の新

港ピアだと煉瓦建ての建物が一つ位、こ

の辺に文化財として残していますが、ハ

ンブルグでは、新港ピアで横浜のやって

  



いる煉瓦建ての建物なんてものではない

のです。あれの 10 倍位の、かつての 20

世紀初頭の蒸気船が入ってきた時の倉庫

がずらーっと並んでいて、それを全部使

いようがないのです。ただ、建物はもの

すごくスペクタクルで美しい。これをど

ういう風に再開発するか、というのがハ

ンブルグ港の大課題です。ところが、ハ

ンブルグ市では、今言った倉庫をどう使

うかということとは別に、片一方で埋め

立て地に IT 産業のビジネスコンプレッ

クスをつくっています。だから非常にお

かしいですよね。だからこちらに新しい

ビジネス街が出来て、つまらないのです

が、一応そこで IT 産業の連中が働いてい

て、こっちはガラガラに空いていて悩ん

でいるという状況です。そこのインフォ

メーションセンターに行きますと、この

模型がそうなのです。ここが倉庫地帯で

す。これをどうするか。白いところが港

湾局の範囲の外側の建物なのですが、こ

こをどう利用するかということも。これ

も500分の1の模型です。これを見せて、

皆見物に来ているのです。後ろに喫茶店

があって本屋があって、ここで子供を連

れて 5～6 時間居てもちっとも飽きない、

こういう工夫をしているインフォメーシ

ョンセンターです。次はハンブルグの IT

産業のつまんない建物です。そしてこれ

が倉庫地帯。昔はこの倉庫地帯の外側に

貨物船が着いて、荷物をここに入れて、

綿花とかジュートとか麻とかですね。そ

してここに艀があって、そこにここから

移し替えるわけです。そして艀がハンブ

ルグからドイツの内陸部に品物を運んで

いく。だから大きい卸と小売りと仲介卸

とがこの倉庫地帯を使っていて、小売り

に行く舟が薬やジュートや綿とかを運ん

でいたので、当時は非常に効率が良かっ

たのですが、これが全く役に立たなくな

ったのです。これが表の所です。貨物船

が着いていたときはこのあたりが岸壁で

した。それを今はふかしています。こっ

ちに何か建物を建てようという魂胆です。

貨物船のあつた時はここの所に岸壁があ

って、ここに舟が着いて、それから馬車

かなにかで倉庫に入れていった、という

やりかたです。 

 次は、ハンブルグの教会の上から見た

街です。木が大きいでしょう。屋根が綺

麗でしょう。広告看板が無いでしょう。

木が伸びていて電柱が無い。そして全部

長屋です。これはヨーロッパのあらゆる

街のルールなのです。これはたまたまハ

ンブルグですが、ブレーメンに行っても

ミュンヘンに行ってもフランスのグルノ

ーブルへ行ってもオランダのアムステル

ダムも皆このスタイルです。そして色が

良いのです。こういうまちづくりが新し

い、日本でいうと、旧帝国大学をでた土

木建築屋は当然こういう建物を造るべき

だ。そういう誇りを持って仕事をしなけ

ればいけないのに、どういう訳か基準法

というのは街をメチャメチャにしたので

す。空間イメージのない技術屋というの

はダメなのです。ただ法律をいじってい

  



るだけでは。 

 良いでしょう。これ。白にこれ。これ

は新しく作ったのです。囲み型で。屋根

が非常にキチッとして、これは新しい建

物です。この辺も新しくつくりましたね。

必ず囲み型で内に上がって。容積は多分

300 かそこら位ですかね。7 階で建坪 50

で 350 だから 300 ぐらい。だから全部 300

位でまちを徹底して使っていくとこうい

う形で、これで結構夜間人口は入ります。

これも電柱が無く、木があって広告が無

いです。 

 ハンブルグというのはドイツで一番大

きい商業都市です。これは新しい埋め立

て地をつくって並べた IT 産業のビル街

です。味も素っ気もないひどい建物が並

んでいます。 

(３) アムステルダム 

 次が好きなのです。これはアムステル

ダムのまちなかです。木が伸び伸びと育

っているでしょう。木はどうということ

のない木なのですが、4 階か 5 階までき

て木陰ができるのです。もう一つ面白か

ったのは、この出窓。これは細かい建築

デザインの話で関係ない人には申し訳な

いが、出窓、バルコニーのつくりかたが

ものすごく旨い。これはふつうの店家で

すが、出窓と木だけでこのまちの素晴ら

しい雰囲気が出来てしまうのです。東京

でいえば中野の駅前通りぐらいといった

ところです。 

 次は、自転車道です。マンションとマ

ンションの後ろに人が歩けない自転車だ

けの道です。ここに自転車に乗った小父

さんがこっちに向かって走ってきていま

す。 

 次は、アムステルダムで「ボルネオ」

とニックネームで言っている世界的に有

名なのです。アムステルダムはハンブル

グと違って、今までの埋め立て地の倉庫

群をかなり壊しました。これは旧埋め立

て地の倉庫地帯です。壊して新しく集合

住宅をつくりました。その時に建築の高

さをずーっと統一していますね。そして

建築線で道路から何メートル引くかとい

うことを決めて、階高を大体決めて、後

は自由に設計します。なるべくバリエー

ションをつくらせるために、ここの敷地

のあり方はメチャメチャに切っています。

ですから間口が色々の種類のものがでて

くる。ただこれは大きい業者にやらせて

いますから、よく見るとこの建物は全部

違っているように見えますけれど、原型

では 20 種類位のタイプがあって、そのコ

ンビネーションを変えることで全部違っ

ているように作っています。これは非常

に人気があって、日本でいうと明石町か

月島の再開発を思って下さい。アムステ

ルダムの駅までバスで 10 分ぐらいの所

なのです。これは世界的にも有名です。

オランダの倉庫街をぶっつぶして住宅都

市にした。これはもっといっぱいあって

人口が 3 万人ぐらい入っているかも知れ

ませんね。ここは家賃が上がっています。

評価が上がったので。ディベロッパーか

ら安く買って、5 年ぐらい経ったら 3 割

  



位上がったという所です。そこの中で一

番の見せ場はこれなのです。オランダは

塩水で水位コントロールをしていますか

ら、あまり水位が上がったり下がったり

しないのです。ですから、水面から 1 階

の床までは、1m 位で押さえています。こ

の所から小さいボートに乗って何処にで

も行って下さいと言っているのです。建

物は 3 階までで 4 階は庭というのが多い

ですね。デザインは自由にさせています。

ただし、これも長屋です。ですから土地

を買った人がデザイナーを指定して好き

なデザイナーにこういう建物を建てさせ

る。ここはさっきの埋め立て地開発の中

で一番居心地が良い。運河の水路は狭い

ですし、ボートも繋げますし、というこ

とで、ここの値段は高いのです。でもこ

こも早く買った人は儲かったといってい

ました。次は正面から撮ったものです。3

階の上が庭になっていますね。僕たちは

このうちの１つの家に行ったのです。そ

れが建築設計事務所で、スキップフロア

で、多分建築設計事務所の親爺がここに

住んでいるのではないかと思うのですけ

ど、事務所員が二人か三人いて、こんな

形で使っています。 

 次がアムステルダムのセントラルステ

ーションです。今言ったボルネオという

のはこの辺にあるのです。ですから、こ

の辺からバスで 10 分ぐらいでセントラ

ルステーションにすぐいけます。これが

旧港ですね。地下鉄が何系統かありまし

て、私たちはこのルートを行ったのです。

この辺が移民が集まっているゲットーの

ような所です。スキポールがここですか

ら、南と西は良い住宅地があります。東

京で言うと東横線沿線がここだと思って

下さい。こっちが京浜線沿線。大体そん

な感じです。 

 これが、後ろにあるのが、随分手直し

しましたが、昔ボーイングの貨物機が突

っ込んだアパートです。これは僕がアメ

リカから帰ってきた昭和 40 年の時には、

この 13 階建ての巨大な集合住宅のニュ

ータウンが、眩いばかりにモダンで、日

本もこういう大規模な集合自由宅を作ら

なければいけないなと思っていた。昭和

40 年頃はここにモデレートインカム、中

の下ぐらいの人が沢山住んでいたのです

が、その後 20 年ぐらい経ったらモデレー

トインカムのオランダ人は出ていって、

ここにトルコ人とかアルジェリア人が一

杯入って、そこにボーイングが突っ込ん

だのです。下の 3 階建ての建物は建て直

すので仮設の建物です。 

 次は、アムステルダムの都市圏人口が

大体 160 万人なのですが、福岡で言いま

すと、福岡の西側のダイエーホークスと

かあるところにビジネス街がありますね。

そういうところのニュータウンなのです。

ニュータウンの所に昔、テレポートとい

うことを言っていた時期があったのです。

そのテレポートというのは情報を拠点に

したオフィス街をつくろうというので、

世界的に売り出していた。それがオラン

ダのアムステルダムでは今でも重要なビ

  



ジネスセンターなので、そこを見に来い、

地下鉄も入ったし、まだまだ土地は売れ

て、皆建物を建てているぞ、と。それで

行った駅前の看板です。これが駅です。

洒落た駅で新しく作っています。これは

複々線ですね。地下鉄と在来の国鉄が入

って、こういうビルが今つくられつつあ

ります。福岡の西側の新都心と思って下

さい。これは駅のデザインですけど、ヨ

ーロッパの連中は、下から上を見上げて、

すけすけのところが好きなようで、男の

助平心でデザインしている感じがします。

これがその駅の前、象徴的な六・六のよ

うな建物です。これがセンターのオフィ

スビルです。これも全部オフィスビルで

す。ストックホルムもそうですけど、ヨ

ーロッパの古いまちは一見何も動かない

ように見えますけど、結局は古い町の煉

瓦街のすぐ後ろ、都心部から地下鉄で 10

分ぐらいの所に情報拠点、情報産業を中

心にしたオフィス街をどんどん作ってい

ます。フランクフルトもそうですし、ア

ムステルダムもそうですし、パリもそう

ですね。どこでもつくっています。 

(４) ロッテルダム 

 これはロッテルダムです。お年寄りの

方はご存じのリンバンの今の姿です。じ

つはこれ、今の姿とは何を言っているか

というと、寂れているのです。品の良い

お客様はいなく、ヒッピーのような金の

ない若者、外国からの移民が歩いている

のです。リンバンというのは今から 4 半

世紀ぐらい前に都市計画の先生がとくと

くと喋った、都心部の大規模再開発で歩

行者の専用地区、自動車を入れない、素

晴らしいものをオランダ人がつくった、

と言ったのですが、結局は郊外化の波と

もう一つ不思議なことにリンバンから続

いて連なって東に伸びている路線商店街

があるのです。この商店街も歩行者専用

道路なのです。路線商店街の方に良い品

物を売る店が居て、こちらはディスカウ

ントストアになった。だから、都市計画

で成功したからと言って、ビジネスで成

功するとは限らない。しかしリンバンの

なれの果て、つくって半世紀ですね。建

物なんかはリノベーションで 2 回ぐらい

表を直しています。ですから、必死にな

って建物の手直しをしてリンバンの街並

みを、雰囲気をこれ以上荒れさせないよ

うにしています。 

 これは、さっき言った路線商店街がリ

ンバンからずっと来て、その終わりの所

にキュービックハウスといって、これは

建築の設計でやったちょっとアクロバテ

ィックな建物で、これは全部住宅です。

出来上がって 20 年ぐらい経っています

けど、今でもこの建物は評判が良くて全

部、自由業、絵描きとか学校の先生とか

が住んでいるようです。後ろはペンシル

ビルです。この 2 つが有名です。 

 今のペンシルビルとキュービックハウ

スのもうちょっと東側に行った所に古い

煉瓦の昔の倉庫群と古いマンションがあ

って、その運河に面したところに洒落た

カフェがあります。これは赤いパラソル

  



ですからパッと広げるとものすごく綺麗

です。ヨーロッパは空気が乾燥していま

すから、色が鮮烈に出るのですね。日本

は空気が湿っていますから、なかなかあ

あ言う鮮烈さがないので、ハンディキャ

ップですけど、あまりゴチャゴチャ色を

使わないで思い切って赤なら赤、黄色な

ら黄色、ブルーならブルーでテントなん

か作ると見れるのではないかと思います。 

 これはロッテルダムのユーロマストと

いう所から撮った写真です。ロッテルダ

ムは全部ドイツ軍の爆撃でなくなった場

所なのです。それを戦後復興したのです。

そこにまずつくったのがこの森です。こ

れは戦後出来た森です。必死になってつ

くった。アムステルダムと違ってロッテ

ルダムはまちの中に非常に日本的な、ま

ちの中のあまり使っていない工場跡地に

再開発で超高層をつくりあげています。

アムステルダムはまちの中を爆撃でやら

れませんでしたから、良いまちを保存し

て、こういうオフィスビルをつくってい

ますが、ロッテルダムは東京と同じよう

に区画整理してつくったまちなので、そ

こにオフィスビルをどういうふうに集め

るかといって、まちの中を直している、

とこういう話です。ある意味では非常に

東京的です。 

 これはロッテルダムの港湾から有名な

マース川かな、貨物を引っ張ってタグボ

ートが行く川なのです。右上の所がニュ

ータウンです。ロッテルダムの港で。そ

こにオフィス街と住宅地を猛烈な勢いで

作っています。ただ住宅地は全くつまら

ない住宅地。よくまあオランダ人はこん

なところに住めるのか、という住宅地を

作っています。ところが、入っているの

はオランダ人ではなくてトルコ人です。

結果としてそうなったのです。 

 まだヨーロッパはこういうラウンドア

バウトを使っていまして、これで立体分

離しているのです。これは上から見ると

結構景色が良いものですから絵になるの

で撮ったのです。何も交通管制上の 1 車

線あたり 1 日何台の車のところでラウン

ドアバウトを使っているかなどの難しい

ことは言っていないのです。ただラウン

ドアバウトで処理できるなら非常に簡単

だし、立体化しないで良いのではないか

と。ただこれは立体化しているのは上に

上げないで下に掘っていますね。 

 これは古い歴史のあるロックで、こち

らの水位が高くて、こちらが低いのです。

今貨物船、艀が入っていますね。これも

景色が良いのです。土木工作物として建

物も入れて湖も入れて一つの絵に、写真

になる。ロッテルダムは人口 80 万人です

が、こういう写真になるようなものが、

広島・仙台・札幌・福岡にあるかという

と、一つぐらい作っても良いかなあと。

これは 19 世紀の土木デザインがこんな

にも美しいものをつくっているか、とい

う話です。 

 これもロッテルダムの都市模型です。

これも 500 分の 1 ですね。これは今ニュ

ータウンで埋め立てた所にただただ作っ

  



ている住宅です。全くつまらない住宅を

一生懸命つくっています。ですからオラ

ンダといっても表の顔と裏の顔があって、

既成市街地をなんとか大事に育てる、と

いうところは割合うまくいっているので

すが、新住民を受け入れる郊外住宅地と

いうと、全然つまらない、どうしてこん

なに技術の差があるかというぐらいつま

らない住宅地を作っています。これはチ

ンチン電車がずーっと走っている。これ

が都心部で超高層がドーンとあって、橋

がこの辺にあって、ずーっとこうチンチ

ン電車が走っています。 

 これは、オランダ－アメリカ・ライン

と書いてあるでしょう。第二次大戦が終

わった、今から 57 年前、昭和 20 年皆さ

んが生まれていなかった頃に、ヨーロッ

パからオランダ人が新天地アメリカに行

こうというので、船に乗って喜び勇んで

アメリカに行った。そのニューヨーク行

きやボルティモア行きの旅客船が高いビ

ルの横に泊まっていたのです。オランダ

人の金持ちがこのホテルに泊まって、こ

こから船に乗ってアメリカに行ったので

す。それが 60 年ぐらい経って残っている

のです。これを文化財として保存すると

言っていました。歴史的に価値があるの

で。中もぼろぼろですけど結構良いので

す。リハビリテーションすると結構良く

なる。この中のレストランで僕たちは食

事をして、なかなか良いなあ、なんて言

っていました。それを撮影したのです。 

 これはロッテルダムの川向かいの建物

です。屋根があって広告が無いでしょう。

街路樹が伸びて電柱が無いでしょう。 

(５) ストックホルム 

これはストックホルムの郊外のシスタ

地区です。ここは、古くからのニュータ

ウンです。古くからと言っても今から 20

年ぐらい前に作られた。ストックホルム

のニュータウンというのは、今から 40 年

位前に郊外にニュータウンをつくって、

有名なベリングビー、これは都市計画の

先生が得々と喋るのですが、それが第一

世代とすると第二世代、第三世代とあっ

て、このシスタは第三世代で、ストック

ホルムのニュータウンの最後です。ここ

は古い住宅地で昔はスウェーデン人が住

んでいたのですが、移民が入ってきまし

て、そんな素晴らしいニュータウンでは

なくなりました。ただここが地下鉄で市

の中心から 20 分ぐらいですが、この南に

大情報センターをつくりました。この大

情報センターが、松本君が書いたこの報

告書の 21 頁に出ています。シスタ地区は、

ストックホルム都心の北約 15km に位置

するニュータウンで、1970 年ごろから開

発が始まり、現在人口は約 3 万人。そこ

の IT 関連企業の集積規模は、アメリカの

シリコンバレーに次いで世界第二位。エ

リクソン、マイクロソフトなどほとんど

の企業が立地しているということですね。

その原因はというと、アーランダという

ストックホルムの国際空港と都心とを結

ぶ地下鉄の真ん中にあるということで、

日本のコンピューターメーカーも入って

  



います。スウェーデンが生死をかけてこ

の情報センターを育てているという感じ

ですね。新しく作った情報大学にも行き

ました。超高層のビルもどんどん作って

います。連中も必死ですね。 

 これは一転してストックホルムのまち

なかの普通の住宅です。オランダよりは

ごつい普通の住宅です。 

 これが非常に有名な、さっきの松本君

の報告の中で 19 頁に書いてあるハンマ

ルビー・ショースタッド地区です。これ

はストックホルムの中心から南へ約 4km、

ブラウンフィールド、かっての工場跡。

都心アクセスに恵まれている。将来 2009

年までに約 300,000 平米のオフィスと

6,000 から 8,000 の住宅をつくるという

ので 20,000 人住む。コミューンではこの

地区を都市再開発の新しいモデルと位置

づけて先進的な取り組みをしている。こ

のハンマルビー・ショースタッドをデザ

インしたおじさんがどこにいるかという

と、6 頁にベストマン氏と伊藤先生と書

いてありますが、この方は 76 か 7 歳なの

ですが、ストックホルム市の都市計画局

長をやっていて、都市計画局長の最後の

頃にハンマルビー・ショースタッドのデ

ザインを自らやった。彼はストックホル

ム工科大学の卒業。このハンマルビー・

ショースタッドをどういう考えでつくっ

たか、という本を最近英語版で出してい

ます。日本の仙台市の都市計画局長とか

福岡市の都市計画局長とかが自らデザイ

ンして本を出しているという話は聞いた

ことがないです。これの狙いはやはり風

なんです。建物と建物の間がコの字型に

なっている。指の人差し指と中指の間の

ここのところを風が通るように考えてい

るのです。これは空調が付いていません

から夏は風を使って部屋の中を冷やす。

冬は北側に山がありますので、山を衝立

のようにして風を入れない。非常にそう

いうことをキチンと考えているデザイン

です。それのディテールがこれです。こ

れも綺麗なのですよ、デザインが。7 階

建てでほんとに綺麗で、どうして日本の

集合住宅ではこういうのが出来ないので

すかね。チンチン電車が走っている。こ

れは工場跡地の再開発です。湖に面した

丘陵地に工場跡地があった、という所で

200 年ぐらい前からあった工場の再開発

で、アパートではなくて戸建て風の長屋

をいっぱいつくろうと、一生懸命努力し

ています。密度は低いのですが、戸建建

物風なアパートですから人気があるので

す。これは民間再開発です。そのデザイ

ンがこういうのです。日本で言うと建て

売り木造 3 階共同住宅というのをスウェ

ーデン人がやるとこういう形になります。 

 これが、この本で言うと 20 頁のヤル

ラ・ショーです。ストックホルム都心の

南東約 5km。1960 年以降に衰退した工場

地区で 1990 年になって再開発。これは民

間がやったものです。古いオフィスを残

したりしてやっています。この再開発の

大きな特色は既存の工場を全面撤去せず、

工場建物やその周辺環境の歴史的価値を

  



認め、オフィスや学校として活用しなが

ら全体の再開発を進めている。建物は 2

階から 4 階建て。敷地面積約 10 ヘクター

ル。住宅規模は約 600 戸。オフィス 35,000

平米。就業人口約 15,000 人。ストックホ

ルムの都市計画課としては自慢している

が、あくまでも民間再開発ですから役人

は一人も入っていませんでした。これは

ヤルラ・ショーの隣にある、まちのなか

の戸建て住宅。スウェーデンの戸建て住

宅とはどういうものかというとこういう

ものなのです。これは日本人としては親

近感のある建物です。スウェーデン人は

税金を半分取られますから貧乏です。貧

乏ですけど非常に生活が良いし、顔もい

いですね。ただアルコール中毒がすさま

じいですけど。アルコール中毒でないス

ウェーデン人というのは非常にいい顔を

していますね。これが極めて少ない戸建

て住宅を発見した。電柱は無いです。木

は伸びやかです。広告は無い。塀はない。

塀は生け垣です。これは 3 階建ての戸建

て住宅のディテールですね。これを売り

出しています。 

 これはストックホルム市の中心市街地。

観光写真です。これは市役所ですね。 

 これもよく都市計画の教科書に出てく

るエレベーター付きでダウンタウンから

アップタウンに上げるエレベーター。こ

れはよく出てくる写真です。ここが観光

船が着く港です。ヘルシンキ行きとかコ

ペンハーゲン行きの観光船がここから出

ていきます。 

 オールドタウンはどこの国でもこのぐ

らいの手入れはしています。徹底してし

ています。普通の民家です。民家ですが

国が外側に対して金を掛けて手入れしま

す。 

スライドの説明は、以上です。要する

に看板がない、電柱がない、屋根がある。

そして生け垣でブロック塀がない。これ

が常識の国と常識でない国との差。 

 
〈以上〉 

  


