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現在、世界遺産は 962 件登録されてい

るが、一方で登録後、世界遺産リスト

から抹消されるという事例がこれま

でに 2 件起きている。その一つにこの

「ドレスデン・エルベ渓谷」がある。

2004 年に 4 つの世界遺産登録基準を

満たしたとみなされ登録に至ったが、

僅か 5年後の 2009年には幕を閉じた。

抹消へと至った原因は、朝夕の交通渋

滞解消のための迂回路として、旧市街地と新市街地を貫くエルベ川に巨大な橋

をかけたことが挙げられる。2006 年には危機遺産リストへの登録の動きもあり、

建設に反対するドレスデン市議会に対し、市民の意見を尊重すべきだと考えた

市長及びザクセン州政府は、歴史的景観を大きく損ねてしまうことを承知の上

で橋の建設を続けたのだ。これらを踏まえ、以下のことを研究内容とする。 
 
・ドレスデン市が架橋建設の決定を住民投票に委ねた結果、7 割近くが賛成とし

たが、なぜ住民は伝統的な美的景観よりも日常生活の利便性を選択したのか。 
・世界遺産というブランド効果によって生じた観光客への影響はあったのか。 
・第 2 次世界大戦後から現在の戦前の街への復興までの歴史を学び、世界遺産

登録の目的とその後の変化について考察する。 
・新市街に日本宮殿があることや、アウグストゥス橋に葛飾北斎の『富嶽三十

六景』の絵が掲げてあることからその理由を調査し、日本とドイツの関係に

ついての理解を深める。 
・同じ東部ドイツに位置するベルリンとドレスデンの観光客の比較を行う。 
・ベルリン市民はドレスデンの橋の建設についてどのような意見を持っている

のか。 
 
これらを研究することで、世界遺産登録に対する「政府」と「市民」の相互の

真の心情を知ると同時に、現在の「ドレスデン・エルベ渓谷」の実態について

理解を深めることを研究旅行の目的とする。



 
 

 

 
【イーストサイドギャラリー（ベルリンの壁）】 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨーロッパの画家たちによって壁に絵を描こうという動きが持ち上がり、現在では「イー

ストサイドギャラリー」と呼ばれるようになったベルリンの壁。駅を降りて少し歩くと、

道路に沿って立ち並ぶ大きな壁が現れた。ずっと続いていく壁一面には様々な絵が描かれ

ており、当時描いた画家のそれぞれの想いがひしひしと伝わってきた。 
 

 
イーストサイドギャラリーに沿って歩いていると、大きな日の丸を背景に、富士山と五重

塔が描かれた壁を見つけた。これはドイツ人画家のトーマス・クリンゲンシュタインによ

って描かれている。彼は東ドイツから西ドイツに強制出国させられ、その後世界各地に足

を運び、日本にも定期的に訪れた。この絵の中にある白い立て看板には「日本地区への迂

回路」と日本語で書かれていた。



 
 

イーストサイドギャラリーを訪れてみて、

意外にも観光客がそう多くはなかったこと

に驚いた。ツアーで観光している団体には

遭遇したが、それでも少ないように感じた。      

イーストサイドギャラリー付近の街は建設

途中の建物が多くあり、また、壁を抜けて

川沿いに向かっていると、荒れ果てたよう

な敷地があった。その光景からは当時の面

影が感じられた。 
  

また、日本でもある有名人が壁にサインをしたとしてニュースで取り上げられていたが、

壁に描かれた絵とは別に落書きの数も非常に多く、見る側としては決して良い気分はしな

かった。ベルリンの壁は、市及び州の文化財保護法によって守られているものであり、そ

のような行為は法律的に違反とされている。 
 
 
 
 
 
 

東ドイツ政府によって建設された、西ベルリンを包囲

する壁の長さは約 155km。街を歩いていると至るとこ

ろに左の写真のように、壁が建てられていた跡が残さ

れていた。ベルリン中央駅に向かう途中、ふと工事中

の現場に目を向けてみると、偶然かもしれないがこの

壁の跡に沿って（壁の跡が隠れないように）ある建物

が建設されていた。これらの跡は、これからもずっと

継承されていくのだろうと思った。 
 
 
 
 
 



 
 

【ブランデンブルク門】 
ベルリンのシンボル、そして東西ドイツ統一

の象徴といわれているブランデンブルク門。

それだけに観光客も多く、音楽が流れたり、

仮装をした人たちで賑わっていたりと、イー

ストサイドギャラリーとは違った雰囲気が

感じられた。 
 
 
 

 
 
 
 
 
ブランデンブルク門を抜けて先へ進むと、この日はちょ

うどトルコのクルド労働者党(PKK)元党首、アブドゥラ

ー・オジャラン(Abdullah Ocalan)の解放を求める「デモ」

が行われており、約 15,000 人の参加者が見込まれていた。

周辺には大勢の警察官がおり、観光客も何の騒ぎだと慌

てている様子だった。  
 
 
 
【ホロコースト記念碑】 

ナチスによって大量虐殺されたヨーロッパ

のユダヤ人犠牲者を慰霊するモニュメント。 
このコンクリートブロックは、耐久性と落書

き対策のために多工程の加工処理が施され

ており、落書きを簡単に消すことが出来るよ

うになっている。 
 
 
 

 
 



 
 

【ベルリン大聖堂】 
ホーエンツォレルン王家の記念教会で、ル

ター派の礼拝が行われているベルリン大聖

堂。写真からも窺えるように、ツアー観光

バスを含め観光客も多かった。また、観光

客を目当てに宗教への勧誘も一部行ってい

る人たちがいた。 
 
 
 

 
 
【連邦議会議事堂】 
1933 年に不審火によって炎上するも 1999
年には修復され、現在はドイツ連邦議会の

議場が置かれている連邦議会議事堂。ブラ

ンデンブルク門やベルリン中央駅からも

近く、早朝から多くの観光客が訪れていた。 
現地の小学生も修学旅行で訪れており、持

ち物の確認など厳重な検査がされていた。 
 
 
 
 
～結果～ 
ベルリンでの調査を通し、ドレスデンに比べるとやはり観光客は多いように感じた。今回、

観光客を対象に、①世界遺産を目的に来ている観光客はいるか、②ドレスデンが以前は世

界遺産に登録されていたことを知っているか、③訪れる予定はあるか、そして現地の人を

対象に①世界遺産登録によって生じるメリット・デメリット、②ドレスデンの世界遺産抹

消について（利便性を優先させたことに対する客観的な意見）のインタビューを行った（観

光客 21 人、現地人 19 人）。結果、観光客はドレスデンという都市を知らない人が多く、も

ちろん以前世界遺産に登録されていたこと、抹消されたことを知らない人が 21 人中 17 人

もいた。現地の人としては、世界遺産に関係なくドレスデンは本当に素晴らしいところで

オススメだとベルリンよりもドレスデンを薦めているように感じられた。橋の建設により

世界遺産抹消に至ったことに関しては、ドレスデンの住民と同様、交通の利便性を考えて

そうせざるを得ないと考える人が多かった。 



 
 

 
【フランウエン教会】 

  
1726～43 年に建築されたルター派の教会。1945
年ドレスデン大空襲で廃墟となり、瓦礫の山とな

った。その後、1996 年に工事が開始され、2005
年に再建された。再建に要した費用は 1 億 3,200
万ユーロで、そのうち 1 億ユーロがドレスデン市

民や各国からの寄付によるものであった。おおぜ

いの人々の協力のもとで再建された聖母教会は

文化の中心として栄えたドレスデンの再興を象

徴する建造物となっている。ドレスデン魂によっ

て再建された聖母教会を一目見ようと、多くの観

光客が訪れていた。 
 
 
 

 
 
 
 
【ドレスデン城】 

 
ゼクセン王によって建て

られた４つの翼面をもつネ

オ・ルネサンス様式の城で

ある。通り沿いにある高さ

8m、全長 100m の外壁には

歴代のザクセン君主が描か

れた『君主の行列』と呼ば

れる絵があった。それはす

べてタイルで作られており、

その側を通る観光客は魅了

されていた。 
 



 
 

【ツヴィンガー宮殿（アルテマイスター）】 
 

 
1710～28 年に王室の野外祭典のため

に建てられた後期バロック様式の宮

殿である。アルテ・マイスターとよば

れる絵画館には 15～18世紀を代表す

る名画が所蔵されていた。まだ、この

宮殿周辺では当時の遺構や遺物が眠

っているようで、現在もなお発掘作業

が行われていた。 
 

 
 
 
 
 
【葛飾北斎の富嶽三十六景の絵について】 
 
Augustus橋に葛飾北斎の富嶽三十六景の絵

があった。橋を渡っている観光客が立ち止ま

り、写真を撮っている場面も度々目の当たり

にした。しかし、写真を撮っている観光客に

インタビューすると何かはわからないと言

っていた。 
 
この絵は 2002 年 8 月、ザクセン州はエルベ

川が氾濫して、大洪水に見舞われた。そのと

きの記憶を忘れないためにこの絵が設置さ

れているそうだ。  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
〈ドレスデンの観光客の変化〉 
 
ドレスデンはベルリンに比べ全体的に観光客は少ないように感じた。そのため、観光地循

環バスなどの利用者も、ベルリンが 20 台程度あるのに比べ、ドレスデンは 3 台程度で、利

用客もベルリンではほぼ満席であるのに対し、ドレスデンでは 4 分の 1 程度であった。ま

た海外からの観光客もいたが、全体的にドイツ人の観光客が多く、ツアーなどで訪れてい

るグループもあった。また、ベルリンは幅広

い層の観光客が訪れていたが、ドレスデンは

老人の観光客が多いことを感じた。 
 

 
 
 
 
 
 
 
◎世界遺産についての観光客へインタビュー 
 
１．ドレスデンが以前世界遺産に登録されていたことを知っていますか。 

（調査人数 17 人） 
 
○知っている（9 人） 
×知らない（6 人） 
ドイツ市民は知っていたが、海外からの観

光客の多くは知らなかった。しかし、歴史

的景観や再建されフランウエン教会が有名

なため訪れていた。 



 
 

２．ドレスデンが橋の建設を優先させたことで、世界遺産を取り消されたことは仕方がな

いことだと思いますか。 
（調査人数 17 人） 

 
○仕方がない（15 人） 
×もったいない（2 人） 

 
観光客が増えることで、ゴミが増え

て街や歴史的建築物が汚れたり、車や

バスが増えることで大気汚染に繋が

ったりするため、地元住民が反対した

気持ちもわかるという意見に対し、世

界から認められ、経済効果も大きいの

にもったいないという意見もあった。 
 
 
 
 
◎世界遺産についてドレスデン市民にインタビュー 
１．世界遺産が抹消された後も観光客は減りましたか。 
（調査人数 25 人） 
 
○減った（20 人） 
△少し減った（5 人） 
 
登録された当初は、海外から観光客が

訪れていたが、現在はほとんどドイツ

人の観光客である。そのため、ベルリ

ンに比べ、英語を話せない現地の方が

多かった。 
 
 
 
 
 
 



 
 

【世界遺産抹消までの歴史～ヴァルトシュロッセン橋が建設されるまで～】 
 
 
 

 
 
 

 
 
ドイツ東部に位置する都市ドレ

スデンは、中世よりエルベ川沿い

に素晴らしい景観を誇っていた。しかし、第二次世界大戦で連合軍による大空

襲、東西ドイツの分裂、そしてベルリンの壁の崩壊により、壊滅的被害を受け、

災禍で灰燼に帰した。 
しかし、戦後見事に戦前の街を復興させ、そのエルベ川沿いの美しい景観と

合わせて、その町並みの美しさが認められ、2004 年世界遺産に登録されました。

その翌年に、地元自治体が市内の交通渋滞緩和を目的として橋を建設すること

への住民投票を行った。その結果、賛成多数で、全長 635 メートルの 4 車線の

橋を架ける計画が決定した。これに対して、ユネスコ世界遺産委員会は、橋を

建設することで、美しい景観を損ねるため、「建設を中止しなければ登録を抹消

する」と警告や橋の代わりにトンネルを建設する代替案を提示が行われたが、

地元市民は費用がかさむことなどを理由に反対し、建設を続けた。その結果、

警告どおりに 2009 年 6 月 25 日、世界遺産リストからの抹消が決議され、取り

消された。 
 

 
 



 
 

〈ヴァルトシュロッセン橋の現状〉 
 
① 旧 市 街 と 新 市 街 を 繋 ぐ

Loschwitzer橋とAlberbucke橋の距

離が離れているため、旧市街と新市

街をすぐに行き来できない。そのた

め救急車や通学、通勤に不便である。 
 
②ヴァルトシュロッセン橋付近は住

宅地が広がっており、旧市街の宮殿

付近に比べ、現代的な雰囲気で観光

客が少ない。 
 
③橋の階段を利用して、下の道から上の道に上り下りできるようになっており、市民の多

くが利用していた。 
 
 
 
◎ヴァルトシュロッセン橋でのドレスデン市民へのインタビュー 
 
ヴァルトシュロッセン橋を利用している地元市民の方にヴァルトシュロッセン橋建設につ

いてインタビューを行った。 
１．世界遺産登録により利便性を優先させたことは

正解だったと思いますか。 
（調査人数 25 人） 

 
○正解（21 人） 
×不正解（4 人） 
 
世界に認められ嬉しいが、やはり通勤や通学が不

便だと感じる人が非常に多くやはり、地元住民の賛

成がなければ世界遺産は成り立たないことを実感し

た。 
 



 
 

～まとめ～ 
 
今回の私たちの研究旅行は、世界遺産を抹消されてしまった「ドレスデン・エルベ渓谷」

に注目し、世界遺産のあり方を再確認するというものだった。事実、このことはあまり多

くの人には知られていないが、グローバル化に伴い観光業も国境を越えて盛んになってき

ている。また、日本でも今年 6 月に富士山が世界遺産に登録され、日本人のみならず多く

の人々が注目したことと思う。世界遺産に登録されるということは、その国や地域にとっ

て名誉的、経済的にプラスになることも多いだろう。しかしプラスな点があれば、マイナ

スな点もあり、そこが今回注目したかったところでもある。 
ドイツの中でもベルリン、ドレスデンを訪れ、様々な点から比較してみたが、やはり世

界遺産を含め、文化財などへの保護するための取り組みの重要性を感じた。中でもイース

トサイドギャラリーに書かれた落書きは正直、非常に不愉快なものであった。グラフィテ

ィ天国と言われるドイツだが、特にベルリンではトンネルから建物の壁など至るところに

描かれていて、ホロコースト記念碑のコンクリートブロックになされている多工程の加工

処理は、保護するための取り組みとしても素晴らしいことだと思う。 
インタビューの中で、「ドイツのあまり知られていない隠れお城に行きたかったが、現地

の人に尋ねても場所を教えてくれず、レストランに入って尋ねると渋々教えてくれた。」と

いう話を聞いた。現地の人たちは、どんどん観光客が増え、そこが汚れてしまうことを恐

れたのだろう。実際、観光客が多いところは特にタバコの吸い殻やゴミがたくさん落ち、

せっかくの素晴らしい景観も勿体ない気がした。 
「ドレスデン・エルベ渓谷」に関する情報がほとんどない中で、橋を建設したことで抹

消されたということだけを聞き、なぜそこまでして橋を建設するのだろうと思っていた。

しかし、実際に訪れて分かったことは、重要なのは世界遺産というブランドだけではない

ということである。エルベ川に架けられた橋の数は多くはなく、間隔も広いために、川を

越えて旧市街から新市街に行くのも困難だと思った。また、新市街側には空港もあり、観

光地の多い旧市街に行くには新しく建設されたヴァルトシュロッセン橋が重要な役割を果

たしている。そして、世界遺産から抹消されてしまった今でも、ドレスデンには各地から

観光客が訪れ、長い時間をかけて修復された教会を見に来るだけのために来ている人もい

た。 
世界遺産や世界遺産ではない観光地、どちらにしても、多くの人が訪れるということは

少なからずそこは次第に傷んでしまっている。エコツアーという言葉も見かけたが、この

ように何を優先し、どう守っていくかが重要だとこの研究旅行を通して感じた。 
 
今回の「研究旅行奨励制度」に訪れるにあたり、国際文化学部の先生方、ご協力いただ

いた現地の方々には心から感謝しております。ありがとうございました。 


