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 人口縮小問題は日本においても大きな課題である。我が国の人口は２００４年にピーク

を迎え、以後、長期的に減少していくと予測されている。人口が減るということは、都市

が縮小するということである。これは、人口密度の減少、市場の縮小、公共施設等の利用

効率の低下、公共交通等の利用率の低下、行政サービスの効率の悪化などをもたらす。ま

た、人口減少に高齢化も加わる場合が多いこともあり、その都市の活力を大きく削ぐこと

に繋がる。このトレンドに抵抗することは極めて難しく、我が国も７割の自治体が縮小し

ていく中、ただ手をこまねいているだけのような状況にある。 

 我が国同様にヨーロッパで縮小を経験している都市が幾つかある。その中でも縮小とい

う現実から目を逸らさないで、プラクティカルなアプローチでそれへの対応を検討してい

るのが旧東ドイツの幾つかの都市、そしてドイツの工業の中核であったルール地方の諸都

市である。旧東ドイツの多くの都市はドイツ再統一後、急激な人口縮小を体験する。州別

の人口推移をみた場合、２００９年において１９９０年より人口が減った州は６州。その

うち５州が旧東ドイツの州である。その中でも、ザクセン・アンハルト州は１８％も人口

が減少している。この人口減少の傾向は、むしろ最近になって加速化している。再統一に

伴う地域経済の破綻、雇用の減少、就業機会の縮小は、旧西ドイツへの人口流出を、若年

層を中心に促している。特に教育を受けた、次代の地域を担うべき人材が流出してしまっ

ているのである。人口減少がさらに都市の縮小を促すといった負のスパイラルの状況に陥

っている。旧東ドイツにおいては人口減少という問題は極めて深刻な状況にあり、その解

決の糸口はなかなかみえてこない。 

 さて、このように日本に比べても深刻な人口減少という課題に直面している旧東ドイツ

であるが、それで手をこまねいている訳ではない。ＩＢＡ（国際建設展）というドイツの

伝統的な都市・地域開発手法を用いて、ブランデンブルク州南部、そしてザクセン・アン
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ハルト州全域を対象として、人口縮小する都市・地域が何をすればいいかをボトム・アッ

プのアプローチで検討している。その展望は決して明るいものではないが、問題を共有し、

しっかりと正視することで、将来への展望を創造しようとしている。このアプローチは、

同じように縮小都市、縮小地域を抱える日本の自治体にとっても参考になる点が多いと考

えられる。 

 今回、紹介する事例は処方箋ではない。人口減少というのは長期的なプロセスであり、

簡単に解決できるような問題ではないからだ。それは、じっくりと腰を据えて、まずは状

況をしっかりと把握し、そしてそれへの対応を考えなくてはならない。ただ、手をこまね

いている訳にもいかない。拙速な対応はむしろ傷口を広げるだけかもしれないが、しっか

りと将来を見据えて、戦略を策定し、不断の努力と不退転の決意で対策を図ることが必要

となるであろう。その道乗りは厳しいが、我が国特有の問題では決してない。実践的で戦

略性に富むドイツの取り組みを知ることは、我々に知見だけでなく、勇気も与えてくれる

と考えられる。 

 

□ デュースブルク 

 その都市の必ずしも肯定的ではないアイデンティティを、積極的に再評価することで、

時代の変遷に耐えうるものへと強化するといったアプローチが、近年ヨーロッパの多くの

工業都市においてみられるようになっている。ヨーロッパの多くの工業都市は、１９世紀

後半から２０世紀前半において科学技術の発達、それに伴う経済成長によって多大なる繁

栄を享受した。しかし、第二次世界大戦以降の社会経済構造の変化、そして、アジア諸国

などの新興国の産業競争力の高まりによって、その繁栄は陰りを見せるようになっている。 

 そのようなトレンドで、ヨーロッパの中でも最も地域的なダメージを大きく受けたのは、

ヨーロッパ最大の工業地域であるルール地方であろう。その中でも世界最大規模の河川港

湾都市であり、鉄鋼都市であるデュースブルクは、産業構造の転換はもちろんのこと、そ

れに伴う人口減少をも経験し、そのアイデンティティを大きく再編集することが求められ

た。これら衰退していく産業をアイデンティティとしたデュースブルクが、その過去のア

イデンティティを継承しつつも、それに新たなる要素を付加させていった試みは、同じよ

うな産業衰退と人口縮小といった問題を抱える都市に大いなる示唆と勇気を与えてくれる

と考えられる。 

 デュースブルクはドイツのルール地方の中核都市の一つである。人口は49万人（2009年）

であるが、1984年には60万人を越えていた。この25年で人口は17%以上も減少したことにな

る。デュースブルクはライン川とルール川の合流地点に位置し、世界最大の河川港である。
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その立地特性を活かし、デュースブルクはルール地方における物流拠点となり、また鉄鋼

業が集積した。ルール地方に残存する溶鉱炉は今ではすべてデュースブルクに存在してお

り、製鉄業大手のクロップ社の製鉄所も同市にある。とはいえ、デュースブルクもルール

地方の産業構造の大転換を受け、経済そして地域社会は衰退した。製鉄業を始めとした重

工業は、もはや以前のような経済の牽引力とはなれず、幾つかあった炭鉱も2009年の夏に

は、最後の炭鉱が閉鉱した。 

 このように産業構造の転換に伴う人口縮小、社会活力の衰退に対してデュースブルクそ

してルール地方が手をこまねいた訳では決してない。産業構造の転換、そして人口構造的

にも地域が変化を経験するのは自明の理であった1980年代から、ルール地方は先手を取る

ような施策を展開していく。その中でも、その後のデュースブルクそしてルール地方に大

きな影響を与えたのは国際建設展（IBA）の開催であろう。 

 国際建設展とはドイツ特有の都市・地域開発の手法として既に１００年以上の歴史を有

する。都市・地域開発コンペを世界規模で行い、その都市・地域の課題の解決案を導き出

し、実際、その案を具体化することで実践的な解決を志向する。１９０１年にダルムシュ

タットで、１９２７年にはシュツットガルトにて実施され、第二次世界大戦以降、旧西ベ

ルリンで２回開催され、５回目の国際建設展としてルール地方が開催地として選ばれた。 

 このルール地方の国際建設展は、ルール地方を流れる河川エムシャー川の名前を取り、

IBAエムシャーパークと命名された。それは1989年に開始され、それまでのどの国際建設展

と比べてもより長期に渡る1999年までの10年間の事業となった、他にもIBAエムシャーパー

クはそれまでの国際建設展とは大きく異なる点があった。それは、従来の国際建設展が都

市の一地区を対象としたのに対し、この国際建設展はデュースブルクを含む１９の自治体

に及ぶ極めて広範囲に跨ったことである。そしてプロジェクト数も１２０にまで及んだ。 

 これらの１２０のプロジェクトは産業衰退と人口減少によって疲弊していた都市のラン

ドスケープを再デザインする戦略として位置づけられた。このＩＢＡエムシャーパークは、

その後、統合後に多くの問題を抱える旧東ドイツの地域計画のモデルとして位置づけられ

ることになる。これは、産業が衰退し、人口も縮小するという途方に暮れるような状況下

では、世界中にその対応策の知恵を求め、そしてボトム・アップで実践していくというIBA

エムシャーパークの方法論が有効であることを示していると考えられる。 

 ルール地方の中でも多くの課題を有していたデュースブルクは、IBAエムシャーパークの

１２０のプロジェクトのうち、８つのプロジェクトを企画した。そのうち、河川港の再開

発プロジェクトであるハーフェン・プロジェクト、そして溶鉱炉跡地を公園として開放し

たランドシャフツパークはIBAエムシャーパークのプロジェクトの中でも最大規模であり、

また内外の熱烈なる注目を集めたプロジェクトにもなった。筆者は行政サイドからIBAエム
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シャーパークを企画したノルトライン・ヴェストファーレン州のカール・ジャスパー氏に

取材をしたことがあるのだが、彼は最も印象に残っているIBAエムシャーパークのプロジェ

クトとして、この二つのデュースブルクのプロジェクトを筆頭にあげた。ここでは、その

うちIBAエムシャーパークでも最も集客効果の高いプロジェクト（エッセンの世界遺産指定

されたツォルフェラインをもわずかだが上回っている）となったランドシャフツパークを

紹介する。 

 ランドシャフツパークは英語に直すと、そのままランドスケープパークになる。これは

デュースブルクの北部地区にあったティッセン社の製鉄所跡地を公園として再生した事例

である。この製鉄所は１９８５年に操業を停止した後、周辺を汚染したまま放置されてい

た。これをIBAのプロジェクトとしてデュースブルク市は位置づけ、その再生計画のコンセ

プト案をコンペにかけたのである。 

 １９９０年、このコンペで選ばれたのは、ドイツ人のランドスケープ・アーキテクトで

あるピーター・ラッツである。ラッツは２３０ヘクタールという巨大な敷地を計画するに

あたって、製鉄所の主要なる建造物を保存することにし、それを「地」としてポストモダ

ンなランドスケープ・デザインを施した公園を整備した。溶鉱炉などの巨大なる産業遺産

の周辺を埋めるかのように、植栽が施された。そこでは、産業のために用いられた施設が、

レクリエーションのために使われるという新たなる役割を担うことになる。 

 １９９４年にこの公園は開園し、９７年には溶鉱炉も開放され、９９年にはビジター・

センターが開業する。この公園をデザインするうえで重視された点は、訪れた人が環境と

対話するということである。燃料庫は庭園に、ガスタンクはスキューバ・ダイビング用の

プールに、コンクリートでつくられた巨大な壁はロック・クライミングの練習場に、そし

て製鉄所は劇場へと転用された。このような産業施設をレクリエーションのための用途へ

とラッツが転用したのは、ここで働いていた人が孫をここに連れてきた時に、自分が何を

していたのか、これらの産業施設はどのような働きをしていたのかを説明することを可能

としたかったためである。すなわち公園を設計するうえで、ラッツが意識したのは、この

場所の記憶を消し去るのではなく、たとえ用途が変わろうとも、それを次代へと引き継ぐ

ことを可能とすることであった。 

 重工業の産業遺産を活かして公園として再生するというこのランドシャフツパークのコ

ンセプトは、当時は極めて斬新であり、その後のIBAエムシャーパークの他のプロジェクト

に多大なる影響を及ぼしただけでなく、世界的に類似の課題を抱えている産業都市の再生

の新しい方向性を呈示したと考えられる。 

 このような産業遺産を活かして公園にするというのは、リチャード・ハアーグが1975年

に手がけたシアトルのガス・ワークス・パークがあるが、ガス・ワークス・パークがどち
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らかというと公園の中のオブジェ的な位置づけをされているのに対し、このランドシャフ

ツパークの産業施設は圧倒的なスケール感と存在感があり、また現在でも劇場やカフェ、

イベント・スペース、プールなどとして活用している点が、立ち入り禁止としているガス・

ワークス・パークとは大きく異なる点である。 

 デュースブルクは疲弊するルール地方の中でも、産業構造の転換によるダメージを大き

く受けた都市である。都市人口も縮小しており、都市には活力が乏しい。そのために、大

きく新しい都市としてのアイデンティティを確保していくことが求められている。ただし、

それだからといって過去と決別するという訳ではない。あくまでも未来は過去の延長線上

へと繋がっている。たとえ、その時代には不要とはなったとしても、その都市の過去の栄

光は、都市の記憶であり、現在の都市が存在している理由でもあるのだ。なぜ、このよう

なことを敢えて書くかというと、日本の多くの産業都市ではこの点が欠けていると思われ

るからである。特に夕張市のように世界遺産級の産業遺産を抱えていたにもかかわらず、

拙速で短絡的なビジョン、その都市のアイデンティティを無視したかのような開発をした

ことで、将来への道筋を暗転させてしまった事例などがあるからだ。産業構造の転換、そ

れに伴う人口縮小という現象は厳しいものがある。しかし、その状況を転回させるような

起死回生の施策はない。しっかりと都市・地方の資源を最大限に活用していく方策を検討

することが結果的に近道なのではないか。デュースブルクのランドシャフツパークは都心

から離れているにもかかわらず、年間７０万人の集客を誇る。 

 また、このような大規模事業がうまくいった要因の一つとして、ノルトライン・ヴェス

トファーレン州が未利用となった土地を自治体が使えるために、購入する基金を設けたこ

とが挙げられる。ノルトライン・ヴェストファーレン州開発協会

（Landesentweicklungsgesellschaft）は、１９８０年以降、４億４０００万ユーロを土地

購入に用いたのだが、これらの基金によって購入された土地を活用とした代表事例が、こ

のデュースブルク市のランドシャフツパークなのである。他にはエッセン市の後に世界遺

産に指定されたツォルフェラインなどがある1

 

。 

                                            
1 Holger Lauinger, “Communalization of Property” in “Shrinking Cities”, p.576 
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巨大な溶鉱炉は現在、植物が生い茂り、人々はレクリエーションに利用している 

 

巨大な溶鉱炉と緑のコントラストが興味深い 
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溶鉱炉の中は散策路が整備されており、セルフ・ツアーができるよう掲示板も充実してい

る 

 

ビジター・センターにはカフェ、ミュージアム・ショップが併設されている 
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ロック・クライミングの練習場としても利用されている 

 

溶鉱炉からは雄大な展望が得られる 
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□ ドルトムント（フェニックス） 

 デュースブルクがルール地方の西側の大都市であれば、ドルトムントは東側の大都市で

ある。2009 年の人口は 58 万人ちょっと。人口のピークは 1965 年の 65 万 7 千人。その後、

1990 年前後に旧東ドイツからの移住者が増えたことで持ち直したりもしたが、それを除け

ば一貫してじりじりと人口は減少傾向にある。とはいえ、デュースブルクやギルゼンキル

フェンといった地域内の他の都市に比べるとドルトムントはサイエンス・パーク、理工系

の大学などが立地していることもあり、それほど社会経済的には疲弊していない都市であ

るとはいえる。しかし、ルール地方の他の地域と同様に、これまで炭鉱業、そして鉄鋼業

といった重工業に依存してきたため、産業構造の転換への対応という課題は共有している。

特に、巨大な工業跡地を抱えていて、その跡地をどのように活用するかという点では、ル

ール地方の他の都市と同じ悩みを抱えている。 

 そのような中、IBA エムシャーパークの後に再開発プロジェクトとして立ち上がった事業

がドルトムントにある。ドルトムント市の南部にあるヒュエデ地区に立地していた製鉄所

が 2001 年に閉鎖された。その規模は 210ヘクタールにも及ぶ。このプロジェクを再開発す

るうえでは、その規模が大きいこともあり、二つの地区に分類された。西側にあるフィニ

ックス・ウェストは 110 ヘクタールの規模で、ナノテクノロジーに特化したサイエンス・

パークを整備中であり、東側にあるフィニックス・イーストは 99ヘクタールの湖を中心と

したミックスド・ユースの都市空間を創出しようとしている。 

 フィニックス・ウェストはナノテクノロジーの産業を集積させ、新しい産業をドルトム

ントに定着させようとしている。ナノテクノロジーの産業を立地させることはヨーロッパ

中の地域が検討していることだ。ドルトムントは重工業の産業の立地があったために、物

流インフラが充実していること、またドルトムント工科大学とそれに隣接しているサイエ

ンス・パークの存在などが、ナノテクノロジーなどの先端産業の立地としての優位性を与

えている。さらに、産業構造の変換への危機意識の高い市役所、さらに IBA エムシャーパ

ーク事業の成功を継続させたいと考えているノルトライン・ヴェストファーレン州の強い

意図も、この事業の強力な追い風となっている。 

 フィニックス・ウェストの中核施設が MST と呼ばれるインキュベーター・センターであ

る。起業したばかりの企業は、ここで様々な支援サービスを受けることができる。この MST

は４階建ての 6400㎡の床面積を有し、業務スペースだけでなく、実験所、クリーン・スパ

ースなども備えている。MST は入居企業がマーケティングをすることまでも支援しており、

３〜7年でここを卒業し、フィニックス・ウェスト内に事務所を構えてもらうことを期待し

ている。MST はドルトムント市が 100%出資している企業である。他のインキュベーター・
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センターとの違いは、ナノテクノロジーの企業に特化して入居を認めていることである。

産業構造の大転換によって、これまでドルトムント、そしてルール地方の経済を支えてき

た重工業が衰退、消失していく中、ここは新たな産業を創造していくという強い決意を示

している。そのために、入居者の条件の敷居を敢えて高くしているのである。既にイギリ

ス、フィンランド、ロシア、ノルウェイの企業がここに入居している。 

 フィニックス・ウェストが新しい産業を創造するという使命を帯びているとすれば、フ

ィニックス・イーストは、ドルトムントというホワイトカラーというよりかはブルーカラ

ーのイメージが強い（サッカーの日本代表選手である香川真司が所属するボルシア・ドル

トムントは、ブンデスリーガでも最も熱狂的で、ある意味常軌を逸したファンが多いこと

で知られているが、このような粗野でワイルドな労働者が生活する都市というイメージが

ドルトムントにはつきまとっている）状況を変えられるような、新しいオシャレで風格の

あるようなライフスタイルが展開するような都市空間の創造を意図している。 

 フィニックス・イーストは99ヘクタールの規模を誇り、その中心に24ヘクタールの人造

湖を整備する計画である。この人造湖に面してマリーナ、オフィス、そして900から1300戸

の住宅を整備するというプロジェクトである。住宅のタイプも集合住宅からテラスハウス、

戸建て住宅と様々なものが建設される予定であり、オランダの運河沿いの住宅地での暮ら

しを意識している。また、ホテルやレストランも立地することを念頭に置いている。これ

らに加えて、公共サービスや小売店などの商業施設も立地するよう計画されている。湖の

南と西側にはプロムナードもつくられる予定である。一方で北と東側はより環境共生型の

エコロジー・ゾーンとして自然環境を創造することを検討している。この土地に隣接して

あった城を改修して、このプロジェクトのランドマークとしても位置づけている。製鉄所

という強烈なアイデンティティがなくなった後、歴史ある城を使って、その土地の個性を

発信しようとする意図がうかがえる。 

 ここで極めて興味深いのは、その中心を湖にしてしまうという発想である。この敷地に

はIBAエムシャーパークの象徴ともなったエムシャー川が流れている。デュースブルクのラ

ンドシャフツパークのところで概説したIBAエムシャーパーク事業は、1999年に終了した。

しかし、そのプロジェクトが呈示したルール地方再生への考え方は今でもルール地方の各

都市に息づいており、ドルトムントも例外ではない。したがって、このエムシャー川をこ

の製鉄所跡地を再開発するうえでは、象徴的に活用しようと考えた。それが、この川を堰

き止め、湖にするという発想につながった。これは、一方で激しく土壌汚染された土地を

掘削することで空いた穴をとりあえず塞ぐという意図もあった。これは衰退都市であるが

ために、住宅需要が少なく、開発圧力が低いということを逆手に取った発想でもあるが、

ドイツらしい賢さが伺える。開発しても売れるかどうか分からない、また、土地浄化にコ
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ストがかかる、という二つの課題をクリアしてしまうアイデアが、湖にして土壌浄化のコ

ストを低減させ、また残りの住宅地としての価値を向上させるという人造湖の創造に結び

ついたのである。この湖はフィニックス湖と名付けられた。 

 このエムシャー川をダムでせき止め、人造湖をつくる計画は２００５年６月に正式に決

定され、現在、工事が進んでいる状況である。工事現場は近くの見晴台兼情報センターか

ら視察することができる。現時点では、このプロジェクトの現場には、製鉄所で使われて

いた巨大な倉庫などが残っており、あたかも巨人のための砂場のような光景であるが、１

０年後には、相当感じのよいミックスユースの都市型住宅地へと変貌していくことが期待

される。 

 このプロジェクトはドルトムント市によって開発されている。フィニックスとは不死鳥

を意味するが、２０世紀のドイツの経済を牽引したルール地方の雄であるドルトムントが

２１世紀にまたその栄華をもたらすことができるのか。フィニックス・プロジェクトはま

さに試金石として位置づけられるであろうと考えられる。ただし、そこにはドイツの都市

計画魂とでもいえる現状をしっかりと分析する能力の高さ、将来を見据えた戦略性、そし

て大胆なる企画力が伴っており、やれるだけのことをしているという印象を強く受ける。 

 

 

フェニックス・ウェストの看板的施設である MSTと呼ばれるインキュベーター・センター 
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MST には既に何社かが入居している。 

 

一部、ランドマークとして産業遺産が保全されることになった。ここはイベント会場など

としても利用する計画である。 
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フェニックス・ウェストでは産業遺産をうまく活用して公共空間がデザインされている 

 

工事中のフェニックス・イースト（真ん中から左側に見えるのがランドマークとして位置

づけられることになったお城）2008 年 10月撮影 
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工事中のフェニックス・イースト（2010年 2月）。随分と工事が進捗していることが分かる。 

 

フェニックス・イーストの計画図 
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□ 旧東ドイツの縮小都市 

 旧東ドイツの都市は１９９０年のドイツ再統一以降、大きく人口の縮減を経験している。

人口減少を経験したのは、旧東ドイツが初めてではない。イギリスの多くの都市が第二次

世界大戦後に脱工業化を経験し、それによって、多くの労働者が職を失った。そして、都

市危機が起きたのである。特にイギリスの北部の都市は問題であった。イギリスの北部の

都市の危機によって、多くの北部の住民は南部へと移動し、北部の都市は人口減少を経験

した。これはアメリカのピッツバーグやクリーブランド、デトロイトといったフロストベ

ルトの都市からフィニックスやラスベガス、フロリダといったサンベルトの都市への移動

も同様である。そして、これらの人々の多くは郊外に居住することになった。 

 ただし、旧東ドイツがこれらの地域と違った点は、その変化が極めて早かったことであ

る。１９８９年の併合以前にも、投資をしなかったことによって問題は顕在化していた。

経済も停滞していたが、はるかに社会は安定していたのである。その原因は単純である。

計画経済であったので資源が適切に効率的に配分されていなかっただけである。当時は、

費用が念頭に置かれていなかった。国家はある産業もしくはある地域において投資をする

ことができたが、資本主義経済に移行した現在では、それらはもはや不可能である。例え

ば、シベリアには重点的に資本が投下され、開発が促進された。気候が厳しい中で働く人

達には高い給料が支払われた。典型的な古典的社会主義計画経済である。それは決して適

切な資源配分ではなかった。社会主義システムは極めて非効率ではあったが、安定はして

いた。資本主義システムは、はるかに不安定であった。これによって、人口移動を空間的

な壁を設けることで制限できなくなった統合後は社会減、そして不安定な社会において子

供を育てる意思が削がれることによる自然減、さらに旧社会主義時代において多かった未

婚の出産が減ることによって人口の抑制が図られた。その結果、旧東ドイツは世界でも最

も早いスピードで人口が減少することになったのである。 

 旧東ドイツで人口減少を免れた自治体はほとんどない。ベルリン、ドレスデン、ライプ

チッヒの郊外部は自治体ベースでは人口増加がみられたが、これは母都市からの流出がほ

とんどであり、大都市圏でみれば相殺されるような事態である。また、マグデブルク、ハ

レといった人口２０万から３０万クラスの都市であると郊外化によって周辺の自治体は再

統一後の１０年くらいは人口増加傾向にあったが、２０００年以降は増加の鈍化、場合に

よっては減少といった事態に陥っている。このように激しい人口減少に見舞われている旧

東ドイツの都市であるが、興味深いことは、この人口縮小という厳しい現実を真っ正面に

捉えて、そのための対応策を戦略的に採ろうとしている自治体が多いことである。 

 ここでは、そのような戦略性のある自治体から３つほど紹介し、同じように人口縮減に
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見舞われ、その対応策を暗中模索のように探している我が国の自治体の参考になればと考

えている。どの自治体も現況をしっかりと分析したうえで、その状況の厳しさを認識しつ

つも、冷静に対応して突破口を切り開こうとしている。人口縮小は長期的なプロセスであ

る。即効薬もなければ、また人口がちょっと増えたからといって、それで解決できたよう

な問題でもない。また、人口縮小は多様な要因を背景にしているため、現象は同じでも症

状は異なるし、その結果、処方箋も異なる。そのため、ここで紹介する３つの事例もそれ

が成功例である保証もまったくない。しかし、人口縮小という問題に対峙するその姿勢、

そしてそこから導き出された戦略を練り出すプロセスは我が国の縮小都市も示唆を得るこ

とができるのではないかと考えられる。 

 

■デッサウ・ロシュラウ市 

 デッサウ・ロシュラウ市は人口７万８千人の都市である。旧東ドイツには都市州のベル

リンを除いて５つの州があるが、その中でも最も人口縮減が激しいザクセン・アンハルト

州に位置する。そのザクセン・アンハルト州の第三番目の都市がこのデッサウ・ロシュラ

ウ市である。同州の都市の御多分に漏れず、デッサウ・ロシュラウも最大１０万人を擁し

た時点から２０％以上もの人口縮減を経験している。そして、そのトレンドは今後も続い

ていくと推察されている。 

 デッサウ・ロシュラウという分かりにくい都市名は、2007 年 7 月にデッサウ市が周辺の

ロシュラウ市と合併したことによって出来上がった。多くの日本人はバウハウスが立地し

ているデッサウは知っていても、ロシュラウは知らないと思われる。今回、紹介するプロ

ジェクトも旧デッサウ市の縮小プロジェクトである。 

 デッサウ・ロシュラウのプロジェクトはそれまでの旧東ドイツの都市が採った縮小計画

とは違うアプローチを採用している。従来、都市の縮減計画を策定するうえでは都市の核

を中心に周縁部から集約させてコンパクト化を図るというのが常套であった。これは、交

通の便が悪く、また中心市街地から距離もあり移動エネルギーの効率が悪い、行政サービ

ス効率が悪い周縁部を犠牲にすることで中心部だけは生き残らせようとする政策である。

このような方法論は、特に縮減が激しかった旧東ドイツの社会主義時代の産業都市である

アイゼンヒュッテンシュタットやホイヤスベルデなどで実践され、他の縮小都市もこれに

倣い、中心部を維持する縮小計画を策定することになる 2

                                            
2 服部圭郎、「旧東ドイツの都市の縮小現象に関する研究—アイゼンヒュッテンシュタットを事例として」（明治学院大

学産業経済研究所 研究所年報 第２３号、2006 年 12 月） 

。 
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 デッサウ・ロシュラウはこれとは異なる方法論を採用することになる。そのコンセプト

は、「都市の島」と呼ばれる。これは、都市の中心部に市街地を集約させず、市内において

活力がある地区を残し、縮退が生じている地区を緑地へと転換していくという方法論であ

る。都市力とでもいうべき活力のある地区が衰退することをソーシャル・ネットワークの

強化、都市環境のアメニティ質の向上によって防ぎ、そのために、これらの地区以外で人

口が減少し空き家が生じたり、工場が閉鎖したりしたような場所はむしろ積極的にその縮

小を促進させるという考えである。縮退が進んでいる都市では、地区によってある程度の

差はあっても全体が縮小していく。縮小都市におけるドイツの処方箋は、都市の全地域が

緩やかに縮小していくことを防ぐために、都市として残すべき地区（都市地区）とそうで

ない地区（非都市地区）とに二分し、非都市地区から都市地区へと移住を図ったりして、

都市地区の縮退を回避するというものである。その方法論としては、ザクセン・アンハル

ト州のアッシャースレーベンやブランデンブルク州の社会主義時代の計画都市であるアイ

ゼンヒュッテンシュタットのように中心市街地へ集約する場合や、公共交通へのアクセス

がよい場所に集約させるコットブス市の事例などがあったのだが、デッサウはいわば都市

内の「健康な部分」を分散して残すという新しい観点から、都市の縮小プロセスを計画し

ている。これによって、一つの中心が残るというよりかは、幾つかの活力のある都市的（ア

ーバン）な地区が分散して市内に散らばり、それらの地区の周辺は緑で囲まれるという空

間構造が形成されていくことになる。 

 このような考えがデッサウで提案された理由としてバウハウスの存在がある。デッサウ

はヴァイマールで１９１９年にグロピウスが設立したバウハウスが１９２５年に移転して

きた都市である。デッサウに移転してきたバウハウスは、グロピウス、ミース・ファン・

デル・ローエ、ヨハネス・イッテンといった蒼々たる教授陣を擁したが、ナチスにより閉

校させられる。このデッサウのバウハウスは、ドイツ再統一後、再び１９９９年に実験的

教育機関として校舎が利用されることになる。デッサウ・ロシュラウ市が縮小計画を策定

することになった時、バウハウスはデッサウ・ロシュラウ市と協働して取り組むことにな

った。バウハウスの現校長は縮小都市研究所の所長を務め、若くしてドイツの縮小都市研

究の第一人者であるフィリップ・オスワルト氏である。そのような背景を有したために、

都市の縮小の実態をより多面的に分析して、縮小しているのだから、とりあえず他都市の

ように中心部に集約させようという安易な判断をしなかった。 

 加えて、デッサウは２０世紀初頭になって急速に拡大し、また周辺自治体を合併して市

域を拡張していったために都市のサイズに比べて都心部の中心性は高くはなかった。しか

も都心部は第二次世界大戦でほとんど破壊されたこともあって、それほど他地区に比べて

相対的に魅力が高くなかったこと、市内の幾つかの地区はそれなりの集積が維持できてい
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たこと、そして衰退が進んでいる地区は市内に散在しているというよりか連続性をもって

繋がっていた。さらに、デッサウの東には 2000年に世界遺産に指定された「庭園王国」が

ある。これは大陸ヨーロッパで初めてつくられた英国式庭園であり、その面積は 14500 ヘ

クタールと巨大である。エルベ川の支流沿いに位置していることもあり、水を庭園の設計

において見事に活用している。この「庭園王国」の存在が、ランドスケープに対しての高

い評価、開発をしないでオープン・スペースの状態であることを肯定的に捉えるという意

識を市民が共有する背景にあったと推察される 3

 これらの計画を推進するうえではデッサウ・ロシュラウ市が土地を購入した。この購入

が実現できた背景には、土地の値段がそれほど高くなかったこと、また旧東ドイツの社会

主義体制では土地の私有が行われていなく、東西ドイツ統合からそれほど時間が経ってい

ないので、地主がそれほどいなかったことが挙げられる

。 

4

 「緑」へと転用される土地は「野生の草地」と呼ばれ、管理が簡単な草などを植えてい

る。この利用方法をデッサウ・ロシュラウ市は、市民そして市民団体に募集しており、そ

の代わりに、その維持・利用の管理責任を委託しようと考えている。 

。 

 この事業は、縮小の考え方の斬新性などから賛否両論の意見が随分と出されたが、現時

点では IBA そしてデッサウ・ロシュラウ市の広報戦略の巧さもあり、比較的順調に進んで

いる。デッサウ・ロシュラウ市はその都市規模では珍しく、世界遺産を２つも有している。

そして、縮小プログラムでも、この２つの世界遺産を巧みに活用している。その都市の価

値・資源を活かした縮小プログラムを策定することは、また将来への希望も抱かせること

に寄与している。この世界遺産という公共的な資産を活かし、かつ、不要となった私有的

空間をオープン・スペースという公共的な空間へと転換させるなど、デッサウ・ロシュラ

ウ市の縮小に対する取り組みは、公共性の価値の向上を意図している。縮小という都市の

エネルギー、活力の減少を公共性の価値の向上で補っているアプローチであるとも解釈で

きる。まだ、このプロジェクトの成功を評価することは時期尚早ではあるが、その実験性、

斬新さから今後の展開が注目される。 

 

                                            
3 Heike Brückner, “Transformation into the Unknown”, in “Die anderen Städte" 
4 バウハウスの研究員 Heike Brückner,への取材による 
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デッサウのＩＢＡ事業は、縮小していく中、市内に分散する市街地の幾つかのコアを残し、

その他を緑地化するというアプローチを採っている。そして、緑地化のプロセスにおいて

必要性が低下した道路も緑に戻すような試みもしている。しかも、それが以前は道路であ

ったという記憶を次代に継承するために、一部、道路の舗装部分を意図的に残している。

手で掲げている写真は、建物を倒壊する以前のこの同じ道の写真である。 
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元道路は今では緑に覆われ始めている。ここが住宅地であった面影は今ではわずかしかな

い。 

 

縮退しオープンスペースへと転用された工業のために使われていた土地 
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新しくつくられたオープン・スペースの利用方法は市民が発案し、市民が管理している 

 

オープン・スペースを繋ぐ歩道が整備され、ところどころに将来の計画像が示されている。 
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デッサウ・ロシュラウの世界遺産である庭園王国の存在は、同市の縮小都市プログラムに

大きな影響を与えた。 

 

デッサウ・ロシュラウ市で圧倒的な存在感を放つバウハウス。IBAザクセン・アンハルトの
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事務局の仕事も遂行し、またデッサウ・ロシュラウ市の斬新な縮小プログラムを提案する

などシンクタンクとして機能している。 

 

■ケドリンブルク 

 ケドリンブルクはハーツ山地の北部、ザクセン・アンハルト州の西部にある人口 21370

人（2009 年）の町である。ザール川の支流ボーデ川が町の東を流れており、９世紀の頃か

ら人々が集住するようになる。９０ヘクタールに及ぶ中心市街地は戦災をほとんど受けな

かったために、１４世紀に始まり 6 世紀に及ぶ違う時代の木組み家屋が存在する。同市に

は 1300戸の木組み家屋が存在する。しかし、これらのうち 250の家屋は空き家状態であり、

今にも朽ち果てそうな状態にあった 5

 IBAザクセン・アンハルトは、デュースブルクのところで記したIBAエムシャーパークの

後に開始された国際建設展である。IBAエムシャーパークは、それまでの国際建設展と異な

り、マスタープランという指針を持たず、代わりに設問を設定し、これらの設問に対する

解答をプロジェクトごとにコンペによって募集し、それを選定して実践するという方法論

を採用した。すなわち、その解答を模索するという過程を通じて、将来への道筋を見出そ

うとしたのである。この手法は、課題の処方箋としての即効性としては多くが期待できな

くても、人々を課題に向き合わせ、その課題を診断、分析し、その課題の解決に取り組ま

せる方向に協働させるという点においては、絶大なる効果をもたらした。このような多様

なプレイヤーを協働させるという新たなIBAの可能性を提示したという点でエムシャーパ

。人口もドイツ再統一の直前までは 29000人を数えた

が、再統一後は御多分に洩れず、人口減少に見舞われる（現在は再統一後から 24%ほど人口

が減少している）。しかし、ケドリンブルクのこの多様なる木組み家屋は他の旧東ドイツの

中小都市が有していない資源である。そして 1994年には、丘の上に立つ教会とともにケド

リンブルクは、「人類の歴史上重要な時代を例証する建築様式、建築物群、技術の集積また

は景観の優れた例」として世界遺産に指定される。世界遺産の指定は、伝統家屋を保存す

ることの是非の議論に終止符を打つことになった。それは地域を活性化させる大きな機会

となると同時に、市民は一方では重大な責任を負うことにもなったのである。正解遺産の

指定は、ある意味で将来の選択肢を狭めたことになったが、この選択肢がほとんどないと

いう状況が人々の結束を促したのである。しかし、それに対してどのように対処するかと

いうことの方向性はなかなか定まらなかった。これを、一挙に推し進めたのが、IBAザクセ

ン・アンハルトである。  

                                            
5 International Building Exhibition, Urban Development Saxony-Anhalt 2010 
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ークはエポック・メーキング的なアプローチとして評価されている 6。そして、縮小する地

域という前代未聞的な難しいテーマを抱えるザクセン・アンハルト州は、このIBAの「多様

なプレイヤーを協働させる」という点に期待し、IBAザクセン・アンハルト事業を 2002 年

から開始したのである。同事業は、「縮小問題」という極めて対応が難しいテーマを取り上

げただけでなく、それまでのどのIBAよりも広域にわたる州全体を対象地域としている。こ

れは、各自治体が個々にこの問題に対して戦略的に対応することは難しく，州全体で取り

組み，共通の場で効果的なアイデアやツールなどを考え，研究することが効果的であると

考えられたからである 7

 ケドリンブルクでは IBA は地主、商店主、一般市民、市役所の協働を促すプラットフォ

ームとして位置づけられた。前述したように IBA エムシャーパークが成功した大きな要因

は、「多様なプレイヤーを協働させる」ことである。ケドリンブルクも同じように、将来構

想の合意形成に取り組むこととした。そして具体的には、都市のイメージを向上させるこ

と、ディズニーランドのようなテーマパーク化を回避しつつも観光業を定着させること、

伝統的な街並みや家屋を保全・維持するための方法論を教育する場として位置づけること

が、ケドリンブルクの将来課題であり、全市民が共有すべき仕事であると認識された。IBA

のケドリンブルクのテーマは「世界遺産都市の視座」にした。 

。目標年次は 2010年とした。IBAザクセン・アンハルトは同州に点

在する１９の都市および町を展示場として実施される。ケドリンブルクもこの１９の都市

の一つとしてIBAに参画したのである。 

 ＩＢＡのプログラムは３つの分野に特に重点を置いている。まず、家屋や街並みに関する

情報が集められた。そして、ケドリンブルクと同様にその街並みが世界遺産に指定された

旧東ドイツのストラールズントとヴィスマールの管理計画を検証し、地域保全と経済開発

とのバランスがとれたケドリンブルクの管理手法を作成しようとしている。さらに、ケド

リンブルクが国際的にも世界遺産の保全、開発に関する先進事例として位置づけられ、学

際的な交流、国際サマー・スクールの開講などの実現が模索されている。 

 そして、空間的には都心部こそが将来にわたっても活力のある中心であるという合意形

成が図られた。人口規模からいっても、都心を維持することは論を待たないであろう。特

に都心にある木組み家屋が空き室になることは避けたいところである。人口減少への歯止

め策に関しては、市長がIBAの事務局の取材に解答したところでは、「年金生活者の移住の

促進」が挙げられる。ハーツ山地の麓の風光明媚でコンパクトな世界遺産都市。コピーだ

けをみればなかなか魅力的ではある。しかし、それでも2020年には人口は１万８千人まで

                                            
6 服部圭郎、アプローチ 2010 年秋号「IBA の伝統と現在」 
7 アプローチ 2010 年秋号「フィリップ・オスワルトの取材記事」 
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減少すると予測されている。現在では半分の木組み家屋は改修が終わっているが、大きな

建築物には予算不足から手がつけられてない。ケドリンブルクの予算不足は深刻である。

州そして連邦政府からの補助金があるのだが、自治体負担分でさえ捻出できないような状

況にある。 

 しかし、この世界遺産都市の展望が真っ暗という訳では決してない。IBAを通じて、協働

することを覚えた市民や市民団体、商店主は、彼らなりの方法論でケドリンブルクの魅力

を伝えようとしている。そのうちの一つは、木組み家屋の住民が、自ら家を観光客などに

開放するというイベントである。この協力者は２４名なのだが、４日間のイベント期間に

１３万人の観光客を動員することに成功した。他にもイースターの前夜祭イベント、夏の

音楽祭、若い芸術家に作品を展示させる機会の提供なども行っている。 

 2010年にIBAザクセン・アンハルトの事業は終了した。しかし、ケドリンブルクはこれか

らも人口減少というダメージを最小限に抑えつつ、世界遺産である中心市街地の活力を維

持していかなくてはならない。その課題は重くて、解決も困難である。ただし、ステーク・

ホルダー達が社会主義時代にはできなかった問題の共有化を図り、ボトム・アップで課題

の解決に取り組むという過程を体験したケドリンブルクの人たちは、この都市をよい方向

に持って行く力とエネルギーがあるように思える。それは、この都市の公共性の基盤でも

ある都心空間と歴史を共有することによって得られた力とエネルギーであると考えられる

のである。 
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お城から世界遺産の旧市街地を望む。屋根の色が美しい。 

 

中心市街地の広場 
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世界遺産に指定されてから観光客も増え、中心部をまわる観光バスも運営されるようにな

っている。 

 

14世紀につくられた同市最古の木組み家屋。現在は博物館になっている。 
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美しくリハビリテーションがされた家々 

 

現在もまだ修復が終わっていない木組み家屋が多い。しかし、これはゆっくりとすること

で、修復のノウハウを若い世代にも引き継がせるという考えがあるからである。 
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ケドリンブルクのお城。これも世界遺産に指定されている。 

 

■ コットブス 

 旧東ドイツにおいて特に人口減少が激しい地区は、都市内のプラッテンバウ団地といわ

れるコンクリートスラブの集合団地である。これは社会主義時代に極めて計画的に一挙に

つくられたモダニズム思想を反映させた集合団地であり、ベルリンのマッツァーン地区や

ヘラスドルフ地区、ライプチッヒのグリュナウ地区、ハレのノイシュタット地区などの大

都市の郊外部に多くつくられたが、中小都市においても多く整備された。 

  本レポートで紹介するコットブスは上記のような大都市ではない。旧東ドイツのブラン

デンブルグ州の南東、ベルリンから１２５キロメートルほどの距離に位置するコットブス

は人口が１０万人前後の都市ではあるが、旧東ドイツ時代に大きく人口が増加したことも

あり、多くのプラッテンバウ団地が造成された。これは近くに褐炭が産出されることもあ

って、旧東ドイツ時代にエネルギー産業の拠点都市として位置づけられたためである。１

９６５年には人口は７万６千人ほどであったが、９０年には１３万近くにまで増える。そ

して、この人口増加に対応するために多くの集合住宅が供給された。コットブスには３つ

の巨大なプラッテンバウ団地が造成された。北のルビッツ、東のザンドー、南西のザクセ

ンドルフである。しかし、その後人口は減少し始め、2009年には10万2千人とこの20年間で
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約４分の１の人口が減少する。そして、人口減少が最も激しくみられたのは、これらプラ

ッテンバウ団地であった。 

 その中でも問題が大きいのはブランデンブルク州最大のプラッテンバウ団地であるザク

センドルフであった。ザクセンドルフは前述したコットブスの人口の急増に対応するため

に、１９７６年から１９８６年にかけて造成された。１０年間で１２０００戸がつくられ、

おもに石炭鉱夫と発電所の勤務者および家族の３万人ほどがここに居住した。 

 しかし、ドイツ再統一後は、ほとんどの褐炭の採掘が中止され閉鉱した。これは第一に

褐炭は黒炭に比べて質が劣るということもあるが、環境にもマイナスの影響が大きすぎた

ためでもある。その結果、多くの関連する雇用が失われた。職を失った人たちの多くは、

他の都市・地域に新たな仕事を求めてコットブスを後にし、加えて、ザクセンドルフ団地

の住環境は決して良好なものではなかったこともあり、ここから出ることができる豊かな

人たちは郊外の戸建て住宅へと引っ越していった。その結果、ドイツ再統一後にザクセン

ドルフは半分の住民を失い、団地の３分の１が空室となった。しかも、同団地を出て行っ

た人たちは裕福であるだけでなく、しっかりとした教育を受けた人達でもあったために、

ザクセンドルフは人口以上にコミュニティの活力をも失ってしまったのである。 

 より都心の近くに立地しているザンドーは取り壊しプラス都市再生といったアプローチ

が取られているのに対し、ザクセンドルフはその後の再開発のビジョンもなく、あまりに

も住宅需要がなかったこともあり、ただ取り壊されるだけであった。 

 一方で、２０００年から IBA フルスト・プックラーラントがコットブスを含むラウジッ

ツ地方で開催されることになり、コットブスのこのザクセンドルフもプロジェクトとして

選定された。IBAフルスト・プックラーラントはＩＢＡエムシャーパークによって、主要産

業である石炭産業と鉄鋼業が衰退しているルール地方を再生させる道筋をつくることに成

功した方法論を、旧東ドイツの石炭産業集積地にも適用しようと試みたものであり、２０

１０年を目標年次として開催されたのである。 

 IBAはザクセンドルフ団地を再生し、そのコミュニティを安定化するうえでコットブス市

を支援することにした。そして、コットブス市役所は、住民組合、ラウジッツ大学、そし

てＩＢＡと協働して、ザクセンドルフ団地の減築を進めるのと並行して、地区の改善をも

図る政策を推進させていくことになる。そして、コットブス市のザクセンドルフはドイツ

で最初の「縮小プログラム」である「都市再生プログラム（東）（Stadtumbau Ost）」の最

初の適用事例の一つとなるのである。 

 ザクセンドルフでは１５のプロジェクトが遂行されるが、内外で注目を浴びたのはセオ

ドア・ストーム・シュトラッセのプラッテンバウ団地の再生プロジェクトである。これは、

５４戸からなる１１階建てのプレハブ団地を、その骨格を残したまま改修して、１５戸か
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らなる３〜５階建ての集合住宅へとコンバートした事例である。 

 このプロジェクトは非常に好意的に受け入れられ、周辺には多くの空室があるにも関わ

らず、この集合住宅はすべて入居されている。この結果が示唆するのは、プラッテンバウ

団地を倒壊するのではなく、その構造を維持したままでコンバートすることは経済的に合

理的であるし、また縮小地区においても良好な住宅を提供すれば人が入るということであ

る。このコンセプトの発案者は地元の建築会社の Zimmermann and Partnerである。   

 都市の縮小というのは旧東ドイツ特有の問題ではない。人口のピークを既に迎えた我が

国においても、旧東ドイツの人口減少問題、そして、その対応からは学ぶ点が多いと思わ

れる。特に旧東ドイツの都市が縮小に対して強く意識しているのは「都市らしさ」を維持

していくということである。そして、この「都市らしさ」とは、デッサウ・ロシュラウ市

では、歴史遺産というアイデンティティであり、良質なオープン・スペースであった。ケ

ドリンブルク市では、それは歴史であり都心という貴重なる空間であり、世界遺産という

名誉であった。そして、コットブス市では良質なるアメニティ空間である。日本の都市に

おいても、縮小する時代であるからこそ、この公共性の重要さを再認識することが求めら

れる。 

 

 

セオドア・ストーム・シュトラッセのプラッテンバウ団地の再生プロジェクト 



ヨーロッパから学ぶ「豊かな都市」のつくり方 

配信：公益財団法人ハイライフ研究所 
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高層住宅を減築して低層の住宅へと置き換え、住宅環境の向上を実現させている 

 

社会主義時代につくられたプラッテンバウ団地。彩色をするなど魅力の向上を図っている

が効果は少ない 



ヨーロッパから学ぶ「豊かな都市」のつくり方 

配信：公益財団法人ハイライフ研究所 
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倒壊されるプラッテンバウ団地。維持管理費用を削減するために倒壊をしているのである。 

 

倒壊を待っているプラッテンバウ団地。このような団地が増えると、周辺の生活環境は劣

化する。 



ヨーロッパから学ぶ「豊かな都市」のつくり方 

配信：公益財団法人ハイライフ研究所 
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倒壊された後は、そのまま空き地とされる場合が多い。 
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