
川と街に開いた“壁”のない防潮堤
エルベプロムナード（ドイツ・ハンブルク市） 写真1■ エルベ川の右岸に完成した「エルベプロムナード」を南西から見る。本来の機能

は防潮堤だが、天端に遊歩道、川側と陸側にすり鉢状の階段を設け、人々が集まる空間
にした。写真右奥の高層建築は2017年に開業したコンサートホール「エルプフィルハーモ
ニー・ハンブルク」。19年6月に撮影（写真：14ページまで特記以外はPiet Niemann）



写真2■ 遊歩道の左右交互
に階段がある。1階部分は駐
車場になっている。階段の上
端に沿って、船のマストを思わ
せる照明柱が並ぶ
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写真3■ 既存の防潮壁の前面に鋼矢板などを打設し
た。16年6月に撮影（写真：LSBG）

　北海に注ぐエルベ川の河口から上
流に約100km。ドイツ北部の港湾都
市であるハンブルク市に2019年5
月、全長625mの防潮堤が完成した。
　意匠設計を手掛けたのは、06年の
アイデアコンペで勝利したザハ・ハ
ディド氏（16年3月に他界）率いる
ザハ・ハディド・アーキテクツだ。海
抜約9mの防潮堤の天端に幅10m以
上の遊歩道を通したうえ、川側と街
側の複数箇所に遊歩道へアクセスす
るための階段やスロープを配置。防
災機能を高めると同時に、市民の憩
いの場を創出した（写真1、2、4）。
　「コンペでの課題は2つあった。1
つは市民を洪水から守る堅固な防潮
堤を築くこと。もう1つは、防潮堤
が川と街のつながりを遮断しないこ
とだ」。ザハ・ハディド・アーキテク
ツでプロジェクトリーダーを務めた
ヤン・フーベナー氏はこう語る。
　相反する2つの課題を解決するた
めに採用したのが、伝統的な土堤を
連想させる鉄筋コンクリート製の幅
の広い防潮堤の躯体と、その側面を
大きくえぐり、すり鉢状にしつらえ
た階段だ（図1～ 3）。階段は円形劇
場のようにも見える。
　「遊歩道が川と街の両方に開かれ
た印象を与える」と、発注者である
ハンブルク市道路・橋・水域公社
（LSBG）のオーラフ・ミュラー水域・
洪水対策部長は評価する。街側から

は、階段を通して遊歩道を歩く人々
や停泊する船のマストが見える。遊
歩道から川側に向かう階段に座れ
ば、港の景色を一望できる。
　遊歩道の高さ、すなわち防潮堤の
天端高は、30年先を見据えて設定し
た計画時の条件よりもさらに80cm
高くした。100年先の水位上昇など
を考慮した結果だ。
　一般的な防潮壁なら将来、高さ
80cmの壁を付け足し、かさ上げす
ればよい。「しかし、天端の遊歩道に
加え、川と陸の両側に階段を備えた
エルベプロムナードでは、後から壁
を建てるわけにはいかなかった」と
ヤン・フーベナー氏は説明する。細
長く狭い場所に高い防潮堤を築くた
め、敷地を4～ 7.5mほど川側に拡幅
して、鋼矢板などを打ち込んだ。
　防潮堤の躯体内部は150台を収容
できる駐車場になっている。防潮堤
の街側に沿って、歩道だけでなく自
転車レーンも整備した。
　防潮堤の地下には、エルベ川につ
ながる水路が横断する。高潮時の逆
流を防ぐため、開閉式の水門を設け
る必要があった。「外からは見えな
いが、防潮堤と一体化できるように
工夫した」と、構造設計を担ったエ
ンジニアビューロー・グラスルの
マーティン・グラスル氏は話す。
（伊藤 みろ、Andreas Boettcher

 ＝いずれもメディアアートリーグ）

　ハンブルク市は1962年2月、北海で
発達した強い低気圧と暴風によってエル
ベ川を遡上した高潮で、大規模な洪水が
発生。300人以上が死亡した。
　市は64年から68年にかけて、海抜約
7mの高さがある防潮堤を築造した。し
かし、2000年以降にかさ上げを検討す
るなか、既存の防潮堤では構造上、水圧
に耐えられないと判明。新しい防潮堤に
造り替えなければならなくなった。
　新しい防潮堤は海抜約9mの高さを確
保した。市街地を守る全長103kmの防
潮堤のうち、エルベプロムナードは最後
に加わった施設だ。歴史的な埠頭や倉庫
街が近く、観光や交通の要衝となる区間
だったため、市はアイデアコンペを実施
した。
　工事は11年から19年までの8年間
にわたった。15年までの1期工事で東側
の半分を、16年から始まった2期工事で
西側の半分をそれぞれ施工した。
　川側に鋼矢板を打設した後、既存の防
潮堤を撤去（写真3）。続いて、鉄筋コン
クリート製の躯体を施工した。地盤は置
換した良質土や砂杭などで補強した。

1962年の高潮被害を教訓に

100年先を見据え計画より80cm高く
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図1■ 2011年から8年かけて施工

エルベプロムナードは2期に分けて施工した（資料：LSBG）

写真4■ 東側の1期工事で完成した区間を南東から望む。左手にマリーナ、右手に高架になった地下鉄3号線のバウムバル駅がある
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［道路側立面図］
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［遊歩道平面図］
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図2■ 1階の躯体内部は駐車場として活用

図3■ 置換工法などで軟弱な地盤を補強

西側の2期工事部分を示す（資料：ザハ・ハディド・アーキテクツ）

断面図。防潮堤の躯体は、過去に築造した岸壁の基礎の上に施工した。階段のプレキャスト部材は、洪水時に流失しないよう固定している
（資料：上はLSBG、下はザハ・ハディド・アーキテクツ）
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2期工事で完成した遊歩道を西から見る。左奥にある黒色の建物はレストラン。エルベ川に面した右手の階段は、開港記念日の式典やコンサートなどに使えるよう広くした

■ 位置図

［エルベプロムナード］
■事業名称＝ニーダーハーフェンおよび内港における
エルベ川、アルスター川プロムナード防潮堤 ■施工場
所＝ハンブルク市フォルセツェン ■発注者＝ハンブル
ク市道路・橋・水域公社 ■主な設計者＝ザハ・ハディ
ド・アーキテクツ（意匠）、エンジニアビューロー・グラスル
（構造） ■施工者＝F+Z、ホッホティーフ ■設計期間
＝2005年1月～18年12月 ■工期＝11年4月～19年5月 

■工費＝1億3600万ユーロ（約172億円） ■事業規模
＝延長約1200m、面積約1万4000m
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白い階段を目指して人々が集まる。防潮堤に沿って自転車レーンも整備した
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─設計上の課題はありましたか。
　指名形式のアイデアコンペでは、
とてもシンプルで実用的な解決策を
提案しました。最も重要なのは、防
潮堤が市街地を守るバリアーである
一方、市街地からのアプローチはバ
リアーでないという点です。
　限られた敷地の中で解決策を盛り
込むのが難しかった。川側に拡幅し
すぎると、マリーナなど港の機能を
損なってしまいます。一方、川に沿っ
て交通量の多い道路が通るので、街
側には拡幅できません。地下鉄の高
架やビルも並びます。
　発注者が求める遊歩道を整備しつ
つ、どうすれば「バリアー」と「バリ
アーでない」機能を兼ね備えられる
か。私たちのチームが向き合った課
題でした。

─どのように解決したのですか。
　まず、ボリュームのある防潮堤の
躯体を出発点として考えました。次
に、防潮堤への結節点を洗い出した
のです。結節点とは、川沿いの道路
に交差する通りなどです。
　そして、結節点ごとに躯体をえ
ぐったすり鉢状の階段を設け、天端
の遊歩道に上がれるようにしました。

人々が交差点のどの方角から来て
も、アクセスしやすいのが特徴です。
　このすり鉢状の階段がデザインの
原則になりました。階段を設ける場
所に応じて、小さなすり鉢、大きな
すり鉢と使い分けられます。
─彫刻的な造形が目を引きます。
　遊歩道には御影石の石板を敷き、
階段部はプレキャスト製のコンク
リート部材を使いました。黒と白の
彫刻的な対比があります。
　植栽はあえて設けませんでした。
近くに大きな公園があり、競合しな
いようにと考えた結果です。
　当初は1階部分に店舗などをもっ
と配置したいと考えましたが、断念
しました。天端の遊歩道の居心地が
良すぎて、1階部分に歩行者があま
り集まらないからです。

インタビュー

天端に人が集まるので店舗は抑制
ヤン・フーベナー氏（元ザハ・ハディド・アーキテクツ　プロジェクトリーダー）

殺風景な既存の防潮壁（写真：右上もLSBG）

1期工事で施工した階段。防
潮堤の端部に当たり、浸水を
防ぐスライドゲートが付く。14

年に撮影
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