
ニーダーザクセン

州首相府

多様さ溢れる州



ニーダーザクセン―北海の平坦
な沿岸地域からハルツ山地の山
岳列車まで。



ニーダーザクセンは、ドイツで最も革新力を持ち、変化に富ん

だ州です。さまざまな風土によってこれほどはっきりとその多

彩さが浮かび上がる州は、他にありません。

私たちの多様さは、歴史と近代、伝統と未来の相互作用にも反

映されています。ニーダーザクセン州の人々にとっても、それ

は同じことです。 人々は様々な地域によって、しかしまた多

くの異なる出身地によっても印象づけられているのです。

ニーダーザクセン州の経済は、様々な分野において優れた成長

をみせています。伝統的な職人の技も、国際的に認められてい

る革新的な企業もここにはあります。

それによって、ニーダーザクセンは地域の人々や訪れたゲスト

に高いライフクオリティーを提供しているのです。そのままの

自然景観と、非常に幅広く豊富な文化活動による活気ある大都

市の雰囲気が、すぐそばで共存しています。

次のページでは、ニーダーザクセンのいくつかの印象的な特徴

をご紹介したいと思います。これはほんの一部です。 

ニーダーザクセンはまだまだ多くの魅力を持ち合わせていま

す。

心をこめて

シュテファン・ヴァイル

ニーダーザクセン州首相

親愛なる皆様、



州としてのニーダーザクセンが創立されたのは1946年ですが、

数多くの歴史という歴史が詰まっています。1995年、ヘルムシ

ュテット郡シェーニンゲンにて、最古の人類の狩猟武器が発見

されました。30万年前のシェーニンゲン槍です。

紀元前9年は、それ以降のニーダーザクセンにおける世界的な

歴史的出来事の舞台でした。 今日のブラムシェ（オスナブリ

ュック郡）のカルクリーゼでは、アルミニウスの下ゲルマン部

族がヴァルスのローマ軍を全滅させ、ドイツにおけるローマ帝

国拡大を阻止しました。

ハルツ山地ランメルスベルクの豊富な鉱石や銀鉱山は1000年以

降、ゴスラーの街を神聖ローマ帝国の経済と政治の中心地に急

速に発展させました。ゴスラーには、バルバロッサ皇帝の最も

重要な居城がありました。ランメルスベルクの銀や鉛はヨーロ

ッパ全域で取引され、ゴスラーを「北のローマ帝国」として有

名にしました。
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オウリッヒ郡の集落マリーエンハーフェは、14世紀末に伝説的

海賊クラウス・シュテルテベーカーがヴィタリエンブリューダ

ーという海賊団とともに、隠れ家にしていました。

オスナブリュック市庁舎では1648年、30年戦争後にヨーロッパ

を再編へ導き、新たな安定性をもたらしたヴェストファーレン

条約が締結されました。

17世紀の終わりには、ハノーファーが活気ある街へと発展しま

した。ここでは、偉大な大学者であるゴットフリート・ヴィル

ヘルム・ライプニッツが活動していました。ヘレンハウゼンで

は、ヨーロッパで最も美しいバロック様式の庭園の一つが生ま

れました。若き作曲家、ゲオルク・フリードリッヒ・ヘンデル

は1710年以降、ハノーファー選帝侯で1714年にジョージ一世と

してイングランド王位に就いたゲオルク・ルートヴィッヒに仕

えていました。これにより、大英帝国とハノーファーの1837年

まで続いた同君連合が始まったのです。

1  オスナブリュック市庁舎で
は、1648年に、30年戦争後のヴ
ェストファーレン条約が協議・
締結されました。

2  ゴットフリート・ヴィルヘル
ム・ライプニッツ（1646～1716
年）、哲学者そして万能の天才

3  ハノーファー・ヘレンハウゼ
ンの大きな庭園は、その基本構
造が保存された数少ない重要な
バロック様式の庭園の一つで
す。

4  ランメルスベルクは1000年以
上にわたり、ドイツの最も重要
な鉱山でした。ゴスラーの旧市
街とともに、ユネスコの世界遺
産に指定されています。

5  シェーニンゲンの遠くまで見
渡すことができるパレオンは、
人類最古の狩猟武器を収蔵して
います。

6  考古学博物館カルクリーゼ
は、伝説の紀元前9年のトイトブ
ルク森の戦いがあった場所に建
てられました。
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1  ヴォルフスブルクでの毎年恒
例のムーブメントフェスティバ
ル トップクラスの国際的ダンス
カンパニー、クラシック・ジャ
ズ・ポップスコンサート、朗読
会など60以上の催し物。

2  ハノーファーでは数々のレコ
ードが日の光を見ました。その
ため、ハノーファーがユネスコ
の音楽の街になったのも偶然で
はありません。

3  ヘンリーライオンの福音書
は、北ドイツにおける12世紀の
ロマネスク様式ミニアチュール
の傑作とされています。今日で
は、ヴォルフェンビュッテルの
ヘルツォーク・アウグスト図書
館に所蔵されています。

4  70,000人以上が訪れるシェー
セルのハリケーン・フェスティ
バルは、ドイツでも最大のロッ
クフェスティバルの一つです。

5  ヴォルフスブルクのフェノ
（phæno）は、350以上の自然科
学および技術的な実験ステーシ
ョンを擁しています。建物はザ
ハ・ハ建物はザハ・ハディドに
よってデザインされました。

6  ハノーファーのシュプレンゲ
ル美術館は、ドイツの20世紀お
よび21世紀の重要な芸術作品コ
レクションを展示しています。
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ニーダーザクセンの景観同様、その文化も非常に多彩です。ニ

ーダーザクセンはヒルデスハイムのレーマー・ペリツェウス博

物館、ハノーファーのシュプレンゲル美術館、ヴォルフスブル

クのフェノ（phæno）または芸術家村ヴォルプスヴェーデの展

示館といった、国際的レベルの博物館や美術館があります。

ヴォルフェンビュッテルのヘルツォーク・アウグスト図書館

は、主に12世紀のヘンリー・ライオンの福音書を、ハノーファ

ーのゴットフリート・ヴィルヘルム・ライプニッツ図書館は大

学者の通信文、それどころかユネスコ記憶遺産でさえも所蔵し

ています。

ニーダーザクセンはハノーファー、ブラウンシュヴァイク、オ

ルデンブルクに有名なオペラハウス、ダンスや劇場舞台を擁し

ます。数多くの企業や団体が、州全体において地域文化を保全

し、振興しています。ハノーファーは国際的に有名なコンサー

ト、音楽の街であり、2014年からはユネスコの音楽の街となっ

ています。さらに、ニーダーザクセンはフェスティバル文化が

豊富でもあります。 ハノーファーでは世界最古の射撃祭が行

われています。音楽ファンを惹きつける北ドイツの毎年恒例の

フェスティバルは、シェーセルのハリケーン・フェスティバル

です。

1940年代と1950年代には、ニーダーザクセンはゲッティンゲン

と「ハイデ・ハリウッド」ベンデスドルフのスタジオによっ

て、ドイツ映画の金城でした。今日、ニーダーザクセンとブレ

ーメン州共通のメディア会社であるノルトメディアが数多くの

映画・テレビプロダクションを振興しています。国際的に名高

い映画祭は今日、エムデン、オルデンブルク、ハノーファー、

オスナブリュックで開催されています。

ニーダーザクセン

        文化



ニーダーザクセンは景観的にとても変化に富んでおり、他のど

のドイツの州よりも多彩です。ハルツ自然公園はその広大な山

林、野性的かつロマンチックな河谷、そして人造湖などによっ

て、人気のハイキングやウィンタースポーツエリアとなってい

ます。

ハルツ山地の北方には、ヒルデスハイム、ハノーファー、ブラ

ウンシュヴァイク、ヴォルフスブルクといった大都市圏が広が

ります。ここでは３つの世界遺産を訪れることができます：ヒ

ルデスハイムのロマネスク様式のミヒャエル教会と大聖堂、そ

してヴァルター・グロピウス設計のアルフェルトにあるファグ

ス工場です。

経済的な盛況は、16世紀にヴェーザー川に沿って建築ブームを

起こしました。「ヴェーザールネッサンス」様式の城が数多く

建てられたのです。ブレーメンからハノーフェルシュ・ミュン

デンのメルヘン街道は今日、音楽隊から眠れる森の美女まで案

内してくれます。メルヘン童話は、ゲッティンゲンのグリム兄

弟によって書かれました。

ニーダーザクセン

        観光
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まったく異なるのがリューネブルガーハイデで、約5000年前に

人間の手で作られたヒース生息地と牧歌的な羊の群れの景観で

す。拡大されたサイクリングロード・ハイキングコースが、ヴ

ェーザー川とエムス川の間に伸びています。

生物圏保生物のニーダーザクセンのエルプタラウエは、湿原と

低地林が広がる元来の水郷によって特徴づけられています。リ

ューネブルク、ツェレ、シュターデの街は、その歴史的中心地

が魅力です。

夏の観光の目玉は、その伝統的な海水浴場と釣り場がある北海

沿岸、そして何キロメートルにも及ぶ砂浜の東フリジア諸島で

す。干潟自然公園は、ユネスコの世界自然遺産です。

1  ヴェーザーのハイキングコー
スは、南部のハノーフェルシ
ュ・ミュンデンから北部のクッ
クスハーフェンまでを縦断して
います。

2ヴェーザー川沿いでは、16世
紀のルネッサンス様式の建築が
ヴェーザー山脈の文化的景観を
特徴づけています。

3クロスカントリースキーは、
ハルツで冬に最も人気のあるア
クティビティです。

4  紫色に花咲くエリカは、リュ
ーネブルクハイデの景観を特徴
づけています。

5ヴェーザー川近郊のボーデン
ヴェルダーは「うそつき男爵」
ミュンヒハウゼン男爵カール・
フリードリヒ・ヒエロニュムス
の出身地です。

6  グレートジールの漁艦隊は27
のカッターから成り、ドイツ最
大です。
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1  ノーベル賞受賞者 ステファ
ン・Ｗ・ヘル（2014年化学賞、
ゲオルク・アウグスト大学ゲッ
ティンゲン）、ゲルハルト・エ
ルトル（2007年化学賞、ライプ
ニッツ大学ハノーファー）、エ
ルヴィン・ネーアーとベルト・
ザクマン（1991年生理学・医学
賞、ゲオルク・アウグスト大学
ゲッティンゲン）、マンフレー
ト・アイゲン（1967年化学賞、
ゲオルク・アウグスト大学ゲッ
ティンゲン）、マックス・ボル
ン（1954年物理学賞、ゲオル
ク・アウグスト大学ゲッティン
ゲン）。

2  ハノーファーのヴィルヘル
ム・ヒルテ人工移植センターで
は、幼児患者も聴力を身につけ
ています。

3  ハインリッヒ・ポポフは、ニ
ーダーザクセン州ドゥーダーシ
ュタットに本拠を構えるオット
ーボック・ヘルスケア社製のス
ポーツ用義足を着けて、2016年
リオデジャネイロ・パラリンピ
ックの走り幅跳びで金メダルを
獲得しました。

ニーダーザクセン州の研究開発は、常に大きな役割を果たして

います。ゴットフリート・ヴィルヘルム・ライプニッツ

と、300年以上前に遡る２進法に関する彼の業績がなければ、

今日の情報・通信技術の基盤はなかったでしょう。1903年8月

18日、ハノーファー出身の航空パイオニアであるカール・ヤト

ーは、自身の動力飛行機で初の「跳躍」を成し遂げました。こ

れは、ライト兄弟が空を飛行する4ヶ月前のことです。

1945年以降、ニーダーザクセン州のゲオルク・アウグスト大学

またはライプニッツ大学ハノーファーで過ごした時代に成し遂

げた研究作業と研究成果のおかげで、５人のノーベル賞受賞者

が賞を授与されたことは明らかです。ニーダーザクセン州に位

置する29の総合大学と多くの関連機関では、動力、エネルギー

生産、生体臨床医学の分野で先駆的な開発が研究されていま

す。ハノーファー医科大学とハノーファー獣医大学には、医学

ニーダーザクセン

               革新性
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および獣医学分野で有名な研究機関があり、カール・フォン・

オシエツキー大学オルデンブルクの海洋環境化学生物研究所

（ICBM）では、国際的な海洋研究を行っています。ICBMは、調

査船「Sonne」(太陽) が所属する研究機関です。

ブラウンシュヴァイクのヘルムホルツ感染研究センターなどの

ライフサイエンス企業は、医療技術・バイオテクノロジーの革

新的な開発に携わっています。また、ハノーファーのライプニ

ッツ大学とカール・フォン・オシエツキー大学オルデンブルク

は聴覚研究に重点を置いており、今日では全世界の補聴器と人

工内耳の80パーセントにニーダーザクセン州の研究成果が導入

されています。
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機動力を誇るニーダーザクセン州： ニーダーザクセン州の輸

出品のおよそ1/3は、動力産業分野で生産されたものです。 

ヨーロッパ最大の自動車メーカーであるフォルクスワーゲン社

は、ヴォルフスブルクの主力工場に加えてザルツギッター、エ

ムデン、オスナブリュック、ブラウンシュヴァイク、ハノーフ

ァーでも工場を操業しています。フォルクスワーゲン・グルー

プは、持続可能な動力の分野で世界を牽引するサプライヤーに

なるよう、力を注いでいます。コンチネンタル社、ワブコ社、

ジョンソン・コントロール社は、ニーダーザクセン州の製造拠

点で事業を展開している自動車産業の数あるサブサプライヤー

の３社にすぎません。

またニーダーザクセン州では、その他の輸送手段の製造にも携

わっています： ファーレルとノルデンハムに拠点を構えるプ

レミアム・エアロテック社はエアバス社の航空機部品を生産

し、アルストム社はザルツギッターで鉄道車両を製造していま

す。世界中で需要がある農業用特殊車両は、シュペレ（エムス

ラント郡）のクローネ社やダンメ（フェヒタ郡）のグリメ社な

どが生産しています。

ニーダーザクセン州航空研究センターはブラウンシュヴァイク

研究用空港と共同で、騒音が少なく環境に優しい民間航空機の

さらなる開発に携わっています。ヴォルクスブルクのOpen 

Hybrid LabFactoryでは、車の軽量構造に使われるハイブリッ

ド材料を開発しています。

ニーダーザクセン

               機動力
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1  ハイブリッド・パサートGTE
は、フォルクスワーゲン社がeモ
ビリティを推進しているほんの
一例にすぎません。

2  グリメ社は、このジャガイモ
収穫機などの特殊車両で世界中
から需要があります。

3  炭素繊維強化プラスチック材
（炭素繊維複合材料）から成る
エアバスA350 XWBの胴体セクシ
ョンの組立て。

2

3

自動車・航空業界の多様な企業が、ニーダーザクセン州で省エ

ネ・省資源型動力に対応した革新的なソリューションを求めて

います。研究開発クラスターであるシュターデのCFKバレーだ

けでも、100社以上の企業と研究機関が自動車・航空機産業向

けの超軽量の炭素繊維強化プラスチックを生産しています。



1  ハノーファーの展示会場：  
年間およそ200万人が、60以上の
国内見本市と国際見本市を訪れ
ます。

2  グローバル市場の香料と風味
の分野で第３位を占める、ニー
ダーザクセン州ホルツミンデン
の企業シムライズ社。

3  世界全域に2万5000人以上の
社員を擁する、鋼鉄グループの
ザルツギッターAG。
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他の産業セクターでも、ニーダーザクセン州はリーダーの地位

を占めています： 平鋼・形鋼の分野で、ザルツギッターAGは

ヨーロッパで５番目に大きなメーカーです。パイネの製鋼所で

は、年間およそ100万トンの鋼鉄が生産されており、 これらの

鋼鉄は、世界中の多様な建設プロジェクトに対応した小型・大

型の梁に加工されます。

化学工業の重要な拠点はシュターデ地域に位置しています。再

生エネルギーも、ニーダーザクセン州の強みです： アウリッ

ヒのエネルコン社は、ニーダーザクセン州で風力エネルギー産

業のグローバルプレーヤーの地位を確保しています。シムライ

ズAGは、香料と風味の分野で世界第３位のサプライヤーであ

り、ホルツミンデンで化粧品および食品向けの香味料と活性物

質を生産しています。

ハノーファーでは、最大級の国際見本市が２つ開催されていま

す。 世界最大の産業展示会であるハノーファー・メッセと、

情報テクノロジーで最も重要な見本市として評価されている

CeBIT（セビット）です。ハノーファーで他に有名な見本市と

しては、バイオテクノロジー展示会Biotechnica（バイオテク

ニカ）、農業工学分野で世界最大の専門見本市であるAgri-

technica（アグリテクニカ）、そして木材加工機械展示会の

Ligna（リグナ）が挙げられます。

ニーダーザクセン

       工業
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ニーダーザクセン州の農地は、ドイツ最大の食糧倉庫です。ニ

ーダーザクセン州の食品産業では、農産物が生産されているだ

けではありません。高級食材にも加工されています。有機農法

はより一層その重要性を増しています。オルデンブルク・ミュ

ンスターラントはドイツ食肉生産の中心地であり、畜産加工農

業はフェヒタ郡、クロッペンブルク郡、オルデンブルク郡に広

がっています。

砂糖大根の栽培はヒルデスハイム地域の特徴を成しており、東

フリースラントは酪農業を牽引しています。また近海漁業は、

特に東フリースラントの北海沿岸を母港としています。アルテ

ラントはヨーロッパ最大の果樹栽培地域であり、またアマーラ

ントは苗床農業で世界有数の産地です。

アインベックに本社を構えるKWSグループは、世界第４位の種

子メーカーです。クアーケンブリュックには、ドイツ食品技術

研究所が本拠地を構えています。農業と食品加工産業が２番目

に大きい産業であることは、農業科学が際立っていることを示

しています。 ゲッティンゲン、ハノーファー、ブラウンシュ

ヴァイク、オスナブリュック、フェヒタに位置する諸大学は、

植物科学と園芸学、栄養学、畜産、生物多様性の各分野をリー

ドしています。
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1  ハンブルクへの玄関口である
ニーダーザクセン州北東部のア
ルテラントは、ヨーロッパ最大
の果樹栽培地域です。

2  黄色い花、黒い種子 ニーダー
ザクセン州では、12万ヘクター
ルを超える土地でアブラナが栽
培されています。菜種は夏に収
穫された後、絞油され、健康に
良い食用油やバイオディーゼル
の原料に加工されます。

3  ニーダーザクセン州の最北部
に位置する、東フリースラント
の乳牛。

4  砂糖大根、ジャガイモ、トウ
モロコシの栽培用種子とその他
の農作物が、ニーダーザクセン
州アインベックのKWS Saat AGで
栽培されています。
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約600キロメートルの海岸線、沖に点在する７つの東フリース

ラント諸島、そして９つの海港を有し、ニーダーザクセン州は

北海全域に向かって開かれています。エムデンの港は自動車輸

出用のハブとして機能し、ヴィルヘルムスハーフェンのコンテ

ナーターミナルJadeWeserPortは大洋への連結部を成していま

す。ドイツで唯一の深海港では、潮流に左右されずに長さ400

メートルの新型コンテナー船も操業することができます。客船

の建造では、パーペンブルクのマイヤー・ヴェルフト社が世界

的に有名です。
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1  ヴィルヘルムスハーフェンの
JadeWeserPortは、ドイツで唯一
の深海港です。この港では干潮
や満潮に左右されることなく、
世界最大のコンテナー船を停泊
させることができます。

2  エムス川沿いのパーペンブ
ルクに位置するマイヤー・ヴェ
ルフト社は、豪華客船の建造で
世界的にその名を知られていま
す。

3  ニーダーザクセン州は再生エ
ネルギーを重視しています。 
その際に、洋上風力エネルギー
がますます重要になっていま
す。クックスハーフェンは、ド
イツで最も重要な洋上基地へと
力強く発展しつつあります。

4  干潟のできる北海沿岸では、
世界でも珍しい生態系が見られ
ます。ニーダーザクセン州で
は、干潟のできる北海沿岸を国
立公園として特別に保護してい
ます。干潟のできる北海沿岸は
ユネスコ世界自然遺産に登録さ
れています。
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ニーダーザクセン州は再生エネルギーを重視していますその

際に、洋上風力エネルギーが大きな役割を担っています。ク

ックスハーフェンで急速に発展を遂げた洋上基地は、その最

たる象徴です。陸上風力エネルギー分野でも、ニーダーザク

セン州は主導的地位にあります。

そのために、ニーダーザクセン州は風力発電所の研究・製造

におけるドイツの中心地であり、また同時に最大の風力エネ

ルギーを生産している州でもあります。オルデンブルク、ハ

ノーファー、ブレーメン諸大学の風力エネルギー研究に携わ

るジョイントセンターは、風力エネルギー技術の発展を押し

進めるために、風力エネルギーとエネルギーシステム技術に

携わるフラウンホーファー研究機構および「風力エネルギー

研究団体」に関連するドイツ航空宇宙センターと連携を図っ

ています。
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州について

ニーダーザクセン州の広さは47614平方キロメートルで、

ドイツ連邦共和国の面積の13.3パーセントを占めています

その内訳は以下のとおりです：

 28600 km2 農業地域

 10470 km2 森林

 3500 km2 建物および空地

 2460 km2 交通域

 1110 km2 水域

 10222 km2 景観保護区域

 2070 km2 自然保護区

人々

ニーダーザクセンの人口は792万6600人です。これはドイ

ツ連邦共和国の約10%を占めています。そのうち約

401万1200人が女性

391万5400人が男性

人口10万人以上の街

ハノーファー 533160人

ブラウンシュヴァイク 251360人

オルデンブルク 163830人

オスナブリュック 162400人

ヴォルフスブルク 124050人

ゲッティンゲン 118910人

ヒルデスハイム 101670人

ザルツギッター 101080人

人口密度

166人/平方km

データ 2015年12月31日
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