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調査の概要 

 

  筆者は、①2003 年２月 24 日から３月 24 日までドイツへ、②2003 年９月 15 日から 30

日まで、ベルギー、イタリア、フランスへ出張しました。 

 前者は、大阪市立大学大学院文学研究科／都市文化研究センターにおける COE プログ

ラムによる派遣であり、後者は、科学研究費補助金（基盤研究（Ａ）（１））「平安京－京都

の都市図・都市構造に関する比較統合研究とデジタルデータベースの構築」（研究代表者＝

金田章裕（京都大学））による派遣でした。いずれも、筆者のテーマである、日本中世都市

とヨーロッパ中世都市における空間構造の比較研究のための出張でしたが、今回のシンポ

ジウムにかかわる視点でも調査活動をおこなっていました。 

 そこで、これらの調査をもとに、以下、ドイツ６都市、フランス１都市、イタリア２都

市をとりあげて、報告します。その際、中世・近世段階の港湾の形やその後の都市として

の発展の仕方が、現代都市における文化創造、具体的には生涯学習や観光にどのように作

用しているのかを中心に見てゆきたいと思います。そして最後に、調査のまとめをおこな

うとともに、筆者の専門分野である日本との比較検討を試みてみたいと思います。 
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１ ハイタブ (ドイツ) 
 

 ハイタブ Haithabu は、８世紀から 11 世紀にかけて繁栄した都市です（註１）。ユトラン

ド半島のつけ根近く、半島の横幅がせまくなっている部分の東側に位置します。半島の東

側のバルト海と西側の北海の間は、物資を陸送した方が効率的であったのでしょう。ハイ

タブはそうした陸上交通と海上交通の接点にあたる港湾都市です。 

 ハイタブは、シュライ Schlei 湾の奥に立地し、前面には水深の浅い入り江が広がってい

ます。波の静かな、天然の良港でした。砂浜がつづく海岸からは桟橋がのびていたと推定

されています【図版４－１】。ところが、船が小型である時代はよかったのですが、少し大

きな船になると船底が海底につかえてしまうような地形条件でした。そのため、中世後期

になってより大型の船が普及するようになると、良港としての条件を失ったのでしょうか、

地域の中心的な港湾の地位を湾内北側のシュレスヴィヒSchleswigに奪われてしまいます。

現在もシュレスヴィヒがこの地域の中心都市です。 

 外国勢力による侵略も受け、ハイタブは 11 世紀後半には廃墟と化したようです。その

後、その地に人が住むことはなく、遺跡化がすすんだおかげで、遺構・遺物がよく残され

ることになりました【図版４－２】。また、都市を取り囲む半円状の城壁＝土塁（高さ３ｍ、

基底部の幅５ｍ前後）が長さ１㎞以上にわたって残っており、壮観です【図版４－３】。こ

の他、北側の丘の上には砦の址が残り、また北の「蛮族」からドイツ本土を守るためユト

ランド半島を横断して築かれた「長城」も付近で確認できます。まさに、中世前期の都市

空間・景観を実地に体験できる希有な例になっています。 

 この遺跡のサイトミュージアムとして、ヴァイキンガー・ミュージアム Wikinger 

Museum Haithabu が建設されました。「もの」をケースの中で見せるだけの、ドイツの

多くの博物館とはちがい、図表による説明も多用する、わかりやすい展示を心がけていま

した。また、他の多くの博物館が邸宅・教会などの転用であるのに対し、当初から博物館

施設として建設された建物であるため、採光も十分で、見学の導線にも無理がなく、とて

も充実していました。 

 ところが肝腎の、博物館から遺跡への導線が不明瞭なのです。博物館の館内に、遺跡と

博物館の相互の位置関係を示す模式図を見つけることができませんでした。また、屋外に

は、遺跡がこちらにあることを示す小さな矢印が二、三あった程度です。そのせいか、遺
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跡を訪れる人は決して多くなく、おそらく博物館見学者の十分一以下ではなかったでしょ

うか。 

 立派な博物館に予算をかける一方で、本物の遺跡の魅力を十分に引き出すことができて

いないということになるのかもしれません。 

 

 

２ シュターデ (ドイツ) 
 

 ハンザ都市のひとつであるシュターデ Stade は、エルベ Elbe 川の河口に比較的近い立

地をいかし、13 世紀にはたいそう繁栄した港湾都市でした。但し、エルベ川を掌握すると

いっても、シュターデは、エルベ川の支流であるシュヴィンゲ Schwinge 川をエルベ川か

ら４㎞さかのぼったところに位置しました。 

 中世のシュターデは小さな丘の上に広がる町でした。この当時の港湾（現在、旧港（Alter

港）とよばれる）は、町の北側の低地を流れるシュヴィンゲ川を利用するものでした。や

がて、川の対岸にも町並みが広がり、港湾が都市の内部に取り込まれてゆきます【図版４

－４】。そして、この細長い港湾の両岸には交易にかかわる建物群が建ちならんでいったも

のと思われます。 

 しかし、近世になって、船が大型化するのにともない、この水路状の港湾では狭すぎる

ことになったのでしょう。主たる港湾は、町の北東側で、シュヴィンゲ川を広げた部分に

設定されたようです。17 世紀の絵図では、この部分に中型クラスの帆船が多数停泊してい

ます【図版４－５】。とはいえ、同じ絵図では、旧港にも小型の船が停泊し、荷物を揚げ降

ろしするためのクレーンも描かれていることから、旧港の港湾機能が失われたわけではな

いようです。近世には、エルベ川水運の主導権はハンブルクに移り、シュターデはその地

位を低下させていましたが、なお港湾都市として一定の機能をはたしていたのでしょう。 

 現在、旧港とその周辺はきれいに整備され、船が係留されたり、クレーンが復元される

など、かつての港の面影を再現しようとしています【図版４－６】。また港の脇で、旧市街

の北東隅にあたる部分に、倉庫を改造した歴史博物館 Schwedenspeicher-Museum が立地

しています【図版４－７】。ここには、豊富な歴史資料だけでなく、時代ごとのシュターデ

の町の立体復元模型も展示され、地形の変化と都市発展の過程を具体的にイメージするこ
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とができます。 

 博物館から出れば、正面に中世の港、博物館の裏手にまわれば近世以降、現在も利用さ

れる港湾が広がっており、文字通り、港湾都市のサイトミュージアムとなっています。 

 

 

３ ハンブルク (ドイツ) 
 

 アルスターAlster 川がエルベ川に合流する地点に発達したハンブルク Hamburg は、９

世紀以降、港町として成立しました【図版４－８】。教会や町場が立地する砂堆の縁辺部に

港湾が想定されることから、その頃の景観はハイタブに似たものだったのではないでしょ

うか。しかし、ハンブルクはハイタブのように移転せず、そのままの場所で中世ハンザ都

市として発達しました。やがて川砂の堆積作用で陸地化した部分にも人が住みはじめ、そ

こに逆Ｓ字状の水路（現在のニコライ Nikolai 運河）が掘削されて、新たな港湾になりまし

た。 

 近世になると、やはり船の大型化にともない、旧来の水路部分だけでは狭くなったよう

です。そこで、市街に接するエルベ川の支流を都市に取り込み、大型帆船の停泊地を確保

しました【図版４－９】。主要な港湾施設が中世以来の水路部分でありつづけたことはシュ

ターデとかわりません。しかし、直接エルベ川に面していた点、また陸上交通路がリュー

ベックを経由してバルト海とつながって点、シュターデにくらべて優位であったハンブル

クは、やがてエルベ川下流部の中心都市として発達し、近代ドイツ一の貿易港として発展

してゆきます。なお、近代の港湾は、エルベ川の下流方向や旧市街の対岸などに展開しま

した。 

 中世の港湾部分であったニコライ運河は現在、ハンブルクの都心部の一角に位置し、両

岸には近代的なビルや高層のアパートが建ちならんでいます【図版４－10】【図版４－11】。

しかし、近代初頭までは港の面影が残っていたらしく、現地に立てられた説明板にはその

写真が掲載されていました。この地区に限らず、ハンブルクでは、近世・近代の港湾遺跡

の各地に説明板を立て、かつての港町のあり方が現地でバーチャルに体感できるような工

夫が凝らされていました【図版４－12】【図版４－13】。すべての説明板は統一されたデザイ

ンで構成され、市民の興味をひくように工夫されています。 
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 近世の港湾部分のはずれに、現在、港めぐり遊覧船の乗り場があり、筆者が訪れた２月

下旬には、まだ肌寒い平日であったにもかかわらず多くの市民で賑わっていました。帆船

なども繋留され、港町ハンブルクを印象づける空間でした【図版４－14】【図版４－15】。ハ

ンブルク歴史博物館は、この乗り場から徒歩 15 分くらいのところにありました。港をメ

インテーマに都市ハンブルクの変遷を解明する展示がなされていました。 

 港の説明板や博物館の展示、あるいはミュージアムショップで販売されていた図書類か

らうけた印象ですが、近世・近代以降の港町ハンブルクにかかわる検証はきわめて盛んで

すが、中世ハンザ都市の時代にまでさかのぼって復元的にとらえようとする視点は案外希

薄であるように思えました。これは、中世ハンブルクの実態が必ずしも明確でないことに

もよるのでしょうが、たくさんあったハンザ都市の中の一つにしかすぎなかった時代より

も、ドイツ随一の貿易港、港湾都市になってからの歴史を発揚しようとする意思の表れか

もしれません。 

 

 

４ ヴィスマール (ドイツ) 
 

 バルト海に面する港町であるヴィスマール Wismar の中世段階の港湾は、近世の絵図で

旧市街の北西にくちばし状に貫入してくる水路部分であったと推定できます。近世になる

と、例によって大型船に対応するため、その外側により広い水面が確保されたものと思わ

れます【図版４－16】。ところが、近代以降、くちばしの先端部分は埋め立てられてしまい

ました。そして新しい港湾が町の西側や北側に展開したため、近世の港湾部分が旧港 Alter 

Hafen とよばれるようになります。 

 筆者がヴィスマールを訪れた日、旧港の岸壁ではちょうど「がらくた市」のような市が

開かれ、多くの人が集まっていました。おそらく普段は人影もまばらな、現代の港の一角

なのでしょうが、中世の都市城門である水の塔 Wassertor のすぐ外側のにぎわいのありさ

まは、かつての交易の場の喧噪を彷彿とさせるものでした【図版４－17】【図版４－18】。ヴ

ィスマールの町のガイドブックによれば、この旧港はしばしばイベントに使用され、多く

の市民が集う空間として活用されているようです。 

 この旧港と駅を結ぶのが「穴」Grube とよばれる水路です。この水路は石垣を積み直す
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など、両岸の道ともども一定の整備が施されており、駅から旧港へ人を誘導するすぐれた

導線の役割をはたしています【図版４－19】。ただ、中世にさかのぼるこの水路の由来を示

す説明板などは現地に立てられておらず、水車をまわし、防火用水の役割をはたしていた

ことなど、筆者はガイドブックを読んではじめて知りました。 

 ヴィスマールは 2002 年、世界遺産に登録されましたので、今後は、都市文化の創造の

面でそのメリットをいかしてゆくことでしょう。 

 

 

５ リューベック (ドイツ) 
 

 リューベック Lübeck は紡錘形をした丘一面に町並みが広がるハンザ都市です【図版４－

20】。現在、北ドイツ有数の観光地になっており、筆者が訪れたのが日曜日であったため、

大半の商店は休業していたにもかかわらず、多くの観光客を目にすることができました。

観光客の大半は、町のシンボルとなっている都市城門＝ホルステン門 Holstentor（図の

No.13）から町に入り、丘の上の南北軸線上につづく市庁舎や広場（No.15）、複数の教会

（No.1・4・5 など）の間を散策していました。これがお決まりの観光ルートになってい

るようです。 

 ところが、観光客でにぎわっているのはこの丘上の部分だけであり、旧市街の周縁部に

あたる川沿いは市民の普通の生活空間でした。ハンザ港 Hansahafen に面した西側には、

多数のヨットなどが繋留されており、中には船内を公開しているものもあって、そこがか

つての主要な港湾部であったことをイメージさせました【図版４－21】。しかし、現地に立

てられた説明板などはほとんどなく、町の東側に唯一残る城壁【図版４－22】についてもガ

イドマップには記載がありませんでした。 

 リューベックといえば、ハンブルクとならぶ代表的なハンザ都市であり、港湾都市とし

て興味深い研究も多くなされています。筆者がドイツでたまたま入手した中世考古学の論

文集（註２）でもリューベックは何人もの研究者に取りあげられていました。しかし、そう

した研究の隆盛と、港湾部分への集客が直接、結びついていないのは意外でした。 
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６ ロストック (ドイツ) 
 

 バルト海に注ぐヴァルノウWarnow川を十数㎞さかのぼった地点にロストックRostock

の町は位置します。ロストックは川に隣接する砂堆上に立地するのですが、町の中心部か

ら港湾部へむけて十本以上の道路が下
くだ

っています【図版４－23】。そして道路はそれぞれ門

をくぐって、港に面した都市城壁を貫通し、その先に桟橋をのばす、特徴的な景観をとっ

ていたことが近世の絵図からわかります【図版４－24】。 

 現在もこうした古い道路のほとんどが残り、また港に面した城壁については修復がなさ

れています【図版４－25】。しかし、城壁と川岸との間に位置した中世・近世の港湾部分（荷

物の揚げ降ろしをした空間）には、現在、交通量の多い自動車道路が通っているため、古い

港をイメージすることは不可能です。また近代以降、主要な港湾機能は、ヴァルノウ川河

口のヴァルネミュンデ Warnemünde に移ったため、ロストック自体の港湾都市としての

意義は低下しています。 

 ロストックは、海岸に面する北ドイツの町の中では中世・近世の都市城壁をもっともよ

く残す町でしょう。しかし、現地に設置された歴史の説明板は多くありませんでした。ま

た、市歴史博物館にあった都市復元模型でも、港の様子を具体的に示す工夫はなされてい

ませんでした。 

 

 

７ ルーアン (フランス) 
 

 ルーアン Rouen は、セーヌ川の河口部近くに位置し、パリの外港としての役割をはたし

ました。港湾都市としてのルーアンについての研究は数多く、日本人研究者によるものと

しては、最近話題の深沢克己氏『海港と文明』（註３）でも取りあげられています。 

 ルーアンは現在、都市の中心部に中世以来の古い町並みを残し、大聖堂・市庁舎・大時

計などを目当てに、観光客が多く訪れる町となっています【図版４－26】。中世といえば、

ジャンヌ・ダルクも目玉で、フランス王フィリップ・オーギュストが建設した城の塔も都

市の全体構造の中で位置づけられるのではなく、ジャンヌが拷問をうけた場として喧伝さ

れています。同様に、古い時代のルーアンを支えた港湾部分は全くといってよいほど、観
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光の対象となっていません。 

 かつて商取引の場としてにぎわったセーヌ川沿いは現在、公園として整備され、筆者が

訪れた日曜日の午後には多くの市民が散策を楽しんでいました。しかし、旧市街とセーヌ

河畔との間に、道幅の広い自動車道路や路面電車の軌道が通されているため、両者の間に

は距離感が生まれ、この川端がかつては繁華な川湊であったことを想像することは難しい

状況です。河畔にはわずかに説明板が１枚立っているだけでした【図版４－27】。 

 旧市街からはかなり離れた部分に、港の博物館がありましたが、筆者は日程の都合で訪

れることができませんでした。そのため最終的な評価は差し控えなければなりませんが、

ルーアンは、中世の港湾都市であったことを、現代において積極的に活用しようとしない

事例にあげることができるでしょう。 

 

 

８ ジェノバ (イタリア) 
 

 中世イタリアにおいてベネチアとならぶ重要な港湾都市であったジェノバ Genova は、

湾内東側の丘陵部を中心に市街が広がっていました【図版４－28】。しかし、近世以降、港

湾・市街ともに西側方向に展開し、近代においては湾内の全域が都市域となりました【図

版４－29】。このうち、中世の港湾部分で、近世においても中心的な地区が、最近、再開発

されたらしく大変なにぎわいでした。港に直接開く都市城門であったモロ Molo 門が展示

施設になり、その外側には公園やレストランが立地します【図版４－30】【図版４－31】。ま

たその北側の埋め立て地には、巨大な水族館やレストラン棟、土産物屋などが入った複合

施設などが建ちならんでいます。まさに中世以来の港湾をいかした一大観光地になってい

ました。とはいえ、その場所の意義についての説明板はほとんどなく、歴史的な視点から

港湾をみる視角を欠いています。 

 この再開発地区に接して、中世以来の旧市街が広がっています。せまく暗い小路が迷路

のように入り組むこの旧市街は本来、そのまま港湾部に連続していました。これまで見て

きたようなドイツ・フランスなどの港湾都市とちがって、港湾部と市街地の間に城壁がな

く、市街地が直接、港に面していることがジェノヴァなど、地中海岸の港町の特色だった

のです。港湾部のみの再開発、近代化は仕方ないにしても、その港湾の歴史的位置づけが
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十分なされていないため、実際の距離以上に、旧市街と再開発地区との間は離れたままの

ように感じました。 

 一方、湾内西部に観光客の新たな流れをよぶことを意図したものでしょうか、ランテル

ナ Lanterna 塔にいたる散策道が整備されていました。ランテルナ塔は湾内西端に位置す

る灯台施設でしたが、そこへいたる道沿いに、近代ジェノバの港湾諸施設を紹介する説明

板が多く設置され、興味深い内容が紹介されています【図版４－32】【図版４－33】。この散

策道までの交通アクセスが不備なため、現在のところ、あまり市民や観光客を集めること

ができていないようですが、改修中であったランテルナ塔が再び見学できるようになれば、

市当局の意図は成功するかもしれないと感じました。 

 

 

９ キオッジア (イタリア) 
 

 ベネチアの南方数㎞、ラグーナLagunaの南端に位置するキオッジアChioggiaは現在、

漁業の町です【図版４－34】。しかし、中世には、イタリア有数の塩の産地として栄えたり、

交易の中心地として一時、ジェノバに占領されたりしました。 

 中世・近世においては、現在は東西方向の路地になっている道路の多くが水路であり、

そこに小船を入れて商店や倉庫に横付けし、荷物の積み降ろしをしていたのでしょう【図

４－35】【図４－36】。今もあちこちに残るポルティコ（覆屋）がその名残であると陣内秀信

氏は想定しているようです。 

 しかし、そうした古い時代の港湾については、現地に説明板がないだけでなく、博物館

の展示、資料においても全くいってよいほどふれられていませんでした。町 中
まちじゅう

が活気に

あふれる漁師たちの町であり、観光地化してしない、今も生きている町なのでした【図版

４－37】。 

 

 

まとめと考察 

 

 ヨーロッパの古い都市の多くでは、歴史遺産を活かした町づくりが試みられ、都市文化
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の創造、学校教育や生涯学習、また観光客誘致などで成果をあげている場合が多いといえ

るでしょう。その場合、注目されるのは、市庁舎・教会・貴族邸・ギルド商館などの建物

群であったり、広場、都市軸となっている道路（多くの場合、「歩行者天国」になっている）、

さらには都市を囲繞する城壁であったりします。日本の木造建築とちがい、石やレンガ造

りの建物は壊れにくく、14、15 世紀の建築物が町中
まちなか

に点在する景観もそれほどめずらし

くありません。 

 しかし、今回、注目した港については、意外なほど、活用されていません。これは、都

市の主要な港湾部が、流通経済の活発化、船舶の大型化などに対応してその位置を変化さ

せてゆくことに原因を求めることができるでしょう。すなわち、中世においては市街地の

内部か、ごく隣接した場所に港が立地したのに対し、近世になるとより広い水面をもとめ

て船の停泊地は都市から離れてゆきます。近代の工業化の時代をむかえると、公害や交通

問題などもあって、旧市街と新しい港湾はむしろ距離をへだてて立地することが望ましい

とされるようになります。 

 その一方で、中世・近世期の港は港湾として利用されなくなり（多くの場合、「旧港」と

よばれるようになります）、埋め立てられたり（ヴィスマール）、ビルなどが建て込んでかつ

ての港の面影が失われてしまったり（ハンブルク）します。また、ヨーロッパの都市では、

旧市街に車が進入しないようにするため、しばしば市街地の周りに高規格の自動車道路を

整備するのですが、そのせいで、旧市街と古い港の間が分断され、両者の関連がわかりに

くくなっている例も多いといえるでしょう（ロストック・ルーアン）。シュターデのように、

旧市街内部の旧港が整備され、充実したサイトミュージアムが立地する場合はむしろ例外

的なのです。 

 そうしたなかで、都市化、近代化が高度に進み、古い景観が失われたハンブルクで、昔

の港湾のありさまを示す説明板を各地に立て、その場の歴史的意義を積極的に説明しよう

としていた姿勢が印象的でした。同様の試みは、ジェノヴァのランテルナ塔への散策道で

もなされています。また、ヴィスマールやシュターデのように、「旧港」周辺でイベントを

開催し、多くの市民・観光客を集める方法にも注目されます。マーケットが開かれて人々

が集まる広場を都市中心部にもっているにもかかわらず、あえて旧市街のはずれの港湾部

分に人をよびこむことで、町全体の活性化をはかっているのでしょう。その場合、ヴィス

マールの Grube に見られるような、旧港へのアクセスの整備も重要です。 
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 リューベックやルーアンのように、すでに多くの観光客を集めている都市でも、港がも

つ歴史的意義を強調することによって、新たな人の流れを生み出し、都市の本質を市民の

多くに再認識させることができるでしょう。 

 市街地の周回道路についてはジェノバが新しい試みをしているように見うけられました。

ジェノバでも、旧市街と旧港との間に交通量の多い道路が通っているのですが、先述した

再開発地区の部分は道路が高架になっており、高架下は「歩行者天国」なので、旧市街と

再開発地区の間は障害なくゆききできます。もしこれが、筆者が想像するように、町と港

の一体感を取りもどすための事業であったなら、画期的といえるでしょう。 

 以上のように、今回、調査をおこなった多くのヨーロッパ都市では、さまざまな手法で、

中世・近世にさかのぼる港湾を現代的に活用する実践をおこなったり、その条件を整えよ

うとしたりしていることがわかりました。 

 では、最後に、簡単ながら、日本との比較をしておきたいと思います。 

 日本の場合も、中世の港湾都市がそのまま現代までつづいている例ばかりではありませ

ん。発掘調査で明らかになった草
くさ

戸
ど

千軒
せんげん

（広島県福山市）や十三
と さ

湊
みなと

（青森県市浦村）など

は、中世の港湾が近世以降、川の中州や地中に埋もれてしまいました。その意味でハイタ

ブによく似ています。サイトミュージアムにあたる広島県立博物館や市浦村歴史民俗資料

館もつくられています。これらの例では、より広い視野から町おこしの一つのきっかけと

して港湾遺跡の活用が求められているといえるでしょう。たとえば、草戸千軒の場合なら、

隣接する福山城下町や鞆の浦との関係のなかで、福山市レベルで歴史的意義を明らかにし

てゆくことになります。 

 キオッジアと近世の新潟湊はきわめてよく似た都市構造をしているといえるでしょう

【図版４－38】。キオッジアが現在、漁業の町に姿を変えて躍動しているのにくらべて、旧

新潟湊周辺は埋め立てによって海から遠ざかり、全体として活気に乏しい状況になってい

ます。しかし、新潟では地元の市民グループが、町を「城下町」ならぬ「湊下町」と名づ

け、港町当時の町の魅力を再発見し、今は埋め立てられてしまった堀割を復活しようとす

る運動を進めているそうです。 

 大坂についてはどうでしょうか。 

 最近の研究によれば、上町台地先端付近に位置した中世港湾都市＝渡辺津は、東横堀川

の前身となる自然の水路を活用したもので、大川を起点に、上町台地の西縁を南北にのび
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ていたとされています。シュターデやヴィルマールの例をひとまわり大きくしたような、

水路状の港だったのでしょう。近世大坂城下町では、港町部分がより広い面積を確保する

ため船場方面に都市域を広げ、また大川沿いには諸藩の蔵屋敷が建ちならびました。交易

の具体的なあり方はヨーロッパとはずいぶん違いますが、都市拡大の志向性が港湾の伸展

と合致していることは同じです。そして近代港湾の発達が港と町を隔絶させ、前近代の港

湾の実質的な機能を葬り去ったことは共通しています。 

 現代社会に生きる私たちが、日本の古い都市、とりわけ大阪における町づくり、都市文

化の創造のために、中世・近世の港湾を歴史遺産としてどのように活用してゆくのか。筆

者がヨーロッパで調査し、今回紹介したいくつかの事例が何らかのヒントを与えてくれる

のではないでしょうか。 
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４－３　ハイタブ：城壁＝土塁（南口から西方向を見る）�

仁木報告　図版�

以下、写真は今回の調査で仁木が撮影したものである。�

４－１　ハイタブ：港湾跡（中央奥の

白い建物がヴァイキンガー・ミュージ

アム）�

４－２　ハイタブ：遺跡図�

（中心部が都市域、Ｇが砦址、Ｌの土塁が「長城」）�
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４－５　シュターデ：17世紀の絵図�

４－４　シュターデ：現在の地図�
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４－７　シュターデ：旧港と歴史博物館�

４－６　シュターデ：旧港のシンボルである復元されたクレーン�
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４－９　ハンブルク：1644年の復元模型�

４－８　ハンブルク：都市発展の模式図�
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４－11　ハンブルク：ニコライ運河（聖カタリナ教会を望む）�

４－10　ハンブルク：ニコライ運河�

�

�
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４－14�

ハンブルク：港めぐり�

遊覧船乗り場�

�

４－13　ハンブルク：同上�

の説明板�

４－12�

ハンブルク：旧港（近世）�

のクレーンと説明板�

�
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�
４－16　ヴィスマール：1716年の地図�

�

４－15　ハンブルク：４－１４に同じ�

�

�

Swedish fortress in 1716
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４－17　ヴィスマール：旧港の「がらくた市」�

４－18　ヴィスマール：旧港から「水の塔」（中央�
左寄りの三角屋根の建物）を望む�

４－19�
ヴィスマール：「穴」Grube�
�
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４－20　リューベック：中世復元図�

４－21　リューベック：ハンザ港付近�

４－22　リューベック：都市城壁（町の東側）�
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４－24　ロストック：1657年の俯瞰図�

４－25　ロストック：都市城壁（町の北

側、港湾に面した部分を内側から見る）�

４－23　ロストック：近代初頭の道路・町並み図�
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�
４－27　ルーアン：セーヌ河畔の説明板�

４－26　ルーアン：1655年の鳥瞰図（城壁内部の町屋は描かれていない）�
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�
４－29　ジェノバ：現代の地図（ほぼ同上の範囲）�

４－28　ジェノバ：中世復元図（右側の城壁内部が市街地、左端にランテルナ）�
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�
４－31　ジェノバ：再開発地区（右の建物がモロ門）�

４－30　ジェノバ：再開発地区�
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�
４－33　ジェノバ：説明板�

４－32　ジェノバ：ランテルナ塔と説明板�
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�
４－35　キオッジア：古地図�

４－34　キオッジア：1780年の地図�

(上)キオッジア近傍　(下)ラグーナ全域（中央右寄りがベネチア）�

�
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�
４－37　キオッジア：町中を貫通する運河�

４－36　キオッジア：現代の地図�
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４－38　近世の新潟湊（高橋康夫他編『図集　日本都市史』東京大学出版会）�


