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平成21年度のWAVE海外調査は、欧州内陸国のウ

ォーターフロント開発や物流事情を把握する目

的で、中欧の代表的な河川であるドナウ川、ライ

ン川、マイン川の流域国であるドイツ、オースト

リア、ハンガリーそしてモルダウ川流域のチェコ

の都市について実施した。この調査にウォーター

フロント開発協会は共催団体として参加してい

る。 

今回の調査では、ヨーロッパ 大の内陸港であ

るデュイスブルク港、ドナウ川とマイン川を結ぶ

マイン・ドナウ運河の分水嶺にあたるヒルポルト

シュタイン閘門、そしてドナウ川沿岸のウィーン

港を公式訪問した。 

以下に各地のウォーターフロントの現状、物流、

文化、歴史などについての調査概要を報告する。 

 

「中欧都市におけるウォーターフロントと舟運」 

社団法人 ウォーターフロント開発協会 会長

川﨑 裕康
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リューデスハイムからライン川下り 

フランクフルト空港から陸路リューデスハイ

ムのホテルに着いたのがようやく夜のとばりが

降りようとする20時ころだった。夕食をとったホ

テルのレストランでは、ライン川沿いの風景が画

かれた壁が遠来の客を迎えてくれた。 

リューデスハイムは、ライン渓谷中流にあるワ

イン醸造の町で、ぶどう畑と古城の街として知ら

れ「ラインの真珠」とも称されている。 

旧市街の中心は「つぐみ横丁」と呼ばれ、ワイ

ン酒場が軒を並べ遅くまで多くの人で賑わって

いた。リューデスハイム→ザンクトゴアハウゼン

間の約2時間のKDライン川下りを体験し河川を利

用した観光クルーズ事情等を調査した。 

この間には有名な古城が点在し、ぶどう畑が造

り出す美しい風景やローレライの岩などを見る

ことができる。また、昔の小さな港を再開発し、

公園に整備されたビンゲンのウォーターフロン

ト地区のような街がある。 
つぐみ横丁

ライン川の壁画のあるレストラン

ケルン⇔デュセルドルフの観光船
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川の片岸の丘に続くぶどう畑は、ライン川面に

反射した光をたっぷり受け、豊かな緑を形成して

いる。また、川がもたらす一面の霧も畑を保湿す

る。ライン川あってのぶどう畑である。 

ライン川には観光船だけでなく、多くの貨物船が

往来している。オランダの港に向けて内陸の荷物

を積んで航行している船が多いという。 

川には、橋が見えない、コンクリートで固めら

れた護岸もなく、多くのキャンピングカーが岸に

置かれ川を楽しんでいる。両岸には鉄道がひかれ、

左岸を走る特急（ユーロシティ）と普通列車、貨

物列車が走る反対岸とに分かれる。 

 

 

ライン川を下るコンテナ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

想像以上に川幅の広い、水量豊かな川面を往来

する多くの船舶，両側を走る列車、そして地産地

消のワインと得ることの多いライン下りであった。 

ライン川の両側を鉄道が走る

片側が特急、対岸は貨物・普通が走る

観光船の奥にはブドウ畑が広がる 河面に反射した太陽光で保温効果抜群

河畔にキャンピングカーを停めて楽しむ
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河川における水辺再生（ケルン・デュッセルドルフ） 

ライン川下流域のドイツの2都市デュッセルド

ルフとケルンでは、ライン川沿いの幹線道路を地

下化することにより河畔の再生を果たした。これ

により川と旧市街地が一体化され、市民がより川

に親しめるウォーターフロントになった。 

両都市では、１９７０年代後半から国道を地下

化し、川と河畔を都市に開放した。他国の例では、

アメリカのボストンや中国北京でも見られるが、

ソウルでは、２１世紀に入って、高速道路と一体

となっていた平面道を撤去し、地下化されていた

清渓川を再生した。道路中心の都市形成から、市

街、川、道路の関係を再構築する時代となってい

る。 

ケルンでは、地下化した道路の上を市民が憩う

公園として整備しケルン大聖堂はじめとする歴

史的建造物を残す市街地と河畔が連続した都市

空間となった。世界で も早く道路を地下化して

河畔を開放した。 

デュッセルドルフの道路地下化は約２kmにわ

たっており、大規模なものである。河畔の散歩道

は２段になっており、河岸プロムナードは堤防の

上の散歩道である。 

ケルン・ライン川沿いの再開発地区

この下に国道が通る 

旧市街
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お城の土地を河岸プロムナードに取り入れてお

り、プルク広場の高い塔がシンボルになっている。

 

大規模な国道の地下化(約２km) 地下への出入り口 

 

 

この下に道路が通る 

 

 

ブルグ広場 お城の土地をプロムナードに入れた

ライン河畔プロムナード 



 

 

 

 -WATERFROMT DEVELOPMENT- 85

世界最大の内陸港―デュイスブルク港 

ライン川とルール川の合流地点に位置する工

業都市デュイスブルクの世界有数の河川港デュ

イスブルク港を公式訪問し内陸水運の現状につ

いて視察した。 

欧州では、河川舟運による輸送が拡大しており、

とくに国際物流では内陸水運のシェアは２６％

もあり,主要な輸送手段として利用されている。 

デュイスブルク港は、ルール地方の石炭船から

ライン川を航行する大型石炭船への積替港とし

て発展したのが始まりである。その後、基幹産業

である鉄鋼業と鉱業が衰退することにより１９

９０年代後半からはロジスティクスハブへの変

革に臨み、港湾と物流の拠点となった。 

水路、線路、道路の輸送手段を有する卓越した

交通インフラにより欧州道路と結ばれており、主

要外港であるロッテルダム、アントワープ、ハン

ブルグ、ブルーメンなどにとって重要な後背地の

ハブになっている。なかでもロッテルダム港との

間のバージ輸送が 大のサービスになっている。 

また、デュイスブルク港は、外洋港にとって貴

重なコンテナの蔵置場所でもある。外洋港湾では、

陸揚げしたコンテナを自港のヤードに蔵置する

ことなく、鉄道やバージでデュイスブルク港まで

搬送することにより、自港のヤードを効果的に利

用している。 

運河の内港を利用したウォーターフロント再

開発が行われており、港の倉庫や設備を利用した

オフィスやレストランが整備されている。 

デュイスブルク港を出て、ケルンに向かう途中で

エッセン市のツォルフェライン炭鉱跡に寄った。こ

の炭鉱は１９８６年まで操業していたもので、世界

で も美しい炭鉱といわれており、２００１年に

再開発されたウォーターフロント旧港と再開発 

ライン川支流ルール川の河川港
内陸港で世界 大 100 万 TEU

列車が埠頭に入る 全ヨーロッパに繋がる
年間１万６千の列車が出入りする
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産業遺産としてユネスコ世界遺産に指定された。

当時の姿そのままをできるだけ残し、美術館やカ

フェとして利用されている。 

 

エッセン市のツォルフェライン炭鉱跡 

 
エッセン市のツォルフェライン炭鉱跡 

（リノベーションで観光地にしている） 

 

マイン・ドナウ運河―3500kmの水路完成 

カール大帝の時代（8世紀）既に、ライン川と

ドナウ川を結ぶ構想があった。その後、1825年に

なってマイン川とドナウ川を結ぶ計画が、バイエ

ルン国王ルートヴィヒ一世によって再開された。

そして、1921年、当時のドイツ帝国とバイエルン

自由州との間で協定が締結され、アシャッフェン

ブルグからバッサラまで大航路を開設すること

を目的に、ライン・マイン・ドナウ株式会社が設

立された。1962年まででマイン川部分297km運河

化が実現し、1950年からドイツ・オーストリア共

同でドナウ川の運河化に着手。ケルンハイム―バ

ッサウ間209kmが完成。残されたマイン川（バン

ベルグ）－ドナウ川（ケルンハイム）間171kmの

マイン・ドナウ運河の堀削工事が1960年に始まり

1992年に完成した。これによって、北海から黒海

まで3463kmを、1500tクラスの船の航行が可能に

なった。 

分水嶺はピルポルトシュタイン村で、ライン川

沿いのバンべルクとの標高差176m（距離107km）、

ドナウ川沿いのケルンハイムとの標高差68m（距

離68km）を水を節約するため貯水槽を設けた16の

節水型閘門でつないだ。 

 

 
アルトミュール渓谷 運河をまたぐ木橋 

(長さ 193ｍ 幅 52ｍ) 

 
近自然型河川整備 

ライン、マイン、ドナウ運河がアルト 

シュールの谷に沿って開削された部分 

運河工事によって一度失われた自然を、よ

り美しく、生態系を守りながら整備 

川沿いにはサイクリング道路がある。 
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マイン・ドナウ運河の国別利用割合をみると、ド

イツが約50％、オランダが約30％を占め、ベルギー、

オーストリアが続いている。航行する船舶はトウボ

ート（押船）コンテナ船、エンジン付貨物船、エン

ジン付タンク船、客船など多種にわたる。 

ライン、マイン、ドナウ運河がアルトミュール

谷に沿って開削された部分で、景観に配慮した近

自然型の河川整備が行われた。運河工事によって

失われた自然を、より美しく、かつ、生態系を守

って復元させた。 

 

ヒルポルトシュタイン閘門 

マイン・ドナウ運河の 高地点であるヒルポル

トシュタイン閘門は、幅12ｍ、長さ200ｍの閘門

で、一日約40隻の船が往来している。 

この地域は、自然に流入する水が少なく、船舶

を持ち上げるための水を確保するために節水型

閘門として建設された。 

節水型閘門には、船舶を持ち上げる高さに応じ

て一つから三つの雛壇型に横配列した節水型貯

水槽がある。この貯水槽によって、船舶が閘門を

通過するたびに閘室内に導入する必要のある水

量が 大で60%節減される。残りの量は上流の運

河区から取水ないし下流の運河区へ放水される。 

貯水槽に蓄えた水を閘室の方に下の方から自然

流下し、船舶を通し、使った水は上の段から戻し、

三つの水槽を満杯にするのである。水の節約には

なるが、環境面では、どうかという話があった。 

ラインマインドナウ運河の構造 16 の閘門 

ヒルポルトシュタイン閘門

船の出入り １日 大 40 隻

閘 門

節水型閘門（ドナウ川の水を利用）
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ドナウ川沿いに発展したレーゲンスブルクの

旧市街 

レーゲンスブルクはドナウ川とレーゲン川

の合流近くに位置しており、水上輸送の要所と

しての役割を果たしている一方、ユネスコの世

界遺産に登録されるほどの歴史的景観を有し

ている。 

このあたりの川は流れが緩やかで、水量が豊

富であることから水運に適しているが、反面、

洪水も起こりやすい。コンクリートの堤防によ

り洪水から守るという発想はあまりなく、景観

を守ることが優先しているようである。 

ドナウ橋は、ローマ帝国終焉以降、アルプス

以北で造られた 初の本格的な石造アーチ橋で

1135～46年の建造でドナウ川に15連のアーチを

架ける。 

 

レーゲンスブルグの街 

 

 
水上輸送の要所 レーゲンスブルグ運河 

 

シュナイターネ石橋 (ドナウ橋) 

1135 年～46 年建造 

 

小ヴェネツィア・バンベルク 

バンベルクは、ドイツで も素晴らしく無傷

に保存された歴史的な市街地であり、レグニッ

ツ川には小ヴェネツィアと呼ばれる地区があり、

運河の町としての伝統が残されている。 

バロック様式が採り入れられた町は「バイエ

ルンの真珠」と称えられ、1000年以上の歴史を

誇る落ち着いた雰囲気を持つ旧市街は、第二次

世界大戦の戦災を免れ中世そのままの姿を残し

ている。レグニッツ川辺は、かつてのバンベル

ク港で現在も舟が交通手段となっており、観光

船も往来している。1993年にはユネスコの世界

遺産に登録された。 

 
小ヴェネツィア地区（美しい木組みの家が並ぶ）
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運河観光船と古いクレーン 

 

レグニッツ川の中州に建てられた旧市庁舎 

 

バンベルク市の象徴的建造物である旧市庁舎

は、レグニッツ川の入口の中瀬に建てられてい

る。当時（15世紀）バンベルク市民が市庁舎建

設用の土地を司教に要求したが、応じられず、

司教の管轄地域の境界線である川に、市民の参

政権を誇示するために建てたということである。

旧市庁舎の壁画には、18世紀のフレスコ画があ

り、新司教領主のバンベルク入りの場面などが

描かれている。 

 

バンベルク大聖堂は、ロマネスク様式からゴ

シック様式の過渡期を代表する建造物といわれ、

聖堂内は「バンベルクの騎士」をはじめ、ドイ

ツ・ゴシック彫刻の宝庫となっている。 

 

 
バンベルグ大聖堂 

古都プラハの城と橋 

東西南北のヨーロッパ文化の合流点に築かれ

たプラハという町には1200年の歴史の中で味わ

った栄光と苦悩が深く刻まれている。それぞれ

の時代を表す、美しく、また力強い建造物が数

多く残っている。 

モルダウ川西岸の丘に建つプラハ城は、歴代王

の城であり、現在はチェコ共和国の大統領府があ

る。現在、城内の建物には、国立美術館、国立歴

史博物館、おもちゃ博物館などいくつかの博物館

が歴史的建造物を利用して設けられている。 

プラハ城の歴史は、9世紀にさかのぼる。城内

の 初の建造物は聖母マリア教会である。ロマ

ネスク様式の宮殿がここに建てられたのは、12

世紀のことであり、14世紀にはボヘミアの黄金 

 
モルダウ川とプラハ城
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時代を築いた神聖ローマ帝国カール4世の下、ゴ

シック様式で再建され、城砦として強化された。 

 

 
カレル橋 ヨーロッパ 古の石橋 

 

プラハ城と旧市街を結ぶ橋がカレル橋である。

ドイツのレーゲンスブルクにある石橋に次ぐ、

ヨーロッパで二つ目の石造りの橋といわれてお

り、カール4世の治世下1357年に建設が始まり、

1400年に完成した。橋長は516m、幅10m、高欄に

15体ずつ合計30体の聖人像の彫刻が並んでいる。 

モルダウ川の水はかなり濁っているが、水量は

豊かで、様々な観光船で賑わっていた。堤防を築

き、洪水を防ぐことで景観を悪くすることを避け

ていたため、洪水の多い街で、いくつかの建物の

壁に過去の洪水による水位を示す表示があった。

現在は、仮設の柵で水害を防いでいるようである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

城から見た街並み

チェコ大統領府

洪水の多い街で洪水の水位を示す表示がある カレル橋を渡り旧市街の賑わい



 

 

 

 -WATERFROMT DEVELOPMENT- 91

メルク港からドナウ川下り 

メルクからクレムスにいたる約30kmの一帯は

「ヴァッハウ渓谷」と呼ばれ、ドナウ川クルー

ズの中で も風光明媚な場所である。渓谷とい

うには日本と違って広々としており、流水も緩

やかで、小高い丘にはブドウ畑、古城、修道院

などが目前に迫ってくる。 

ドナウ川の支流であるメルク川の係留施設から

遊覧船に乗り込みドナウ川下りを楽しむことにな

るが、乗船前にワァッハウ渓谷のシンボルともな

っているメルク修道院を見学した。メルクの町を

見下ろすベネディクト派の修道院で「信仰の要塞」

と呼ばれ、バロック様式の荘厳華麗な建物である。

昔、オスマントルコからの攻撃を守る要塞であっ

たが、要塞の役割を終えた際に修道院として残し

たという話を聞いた。その後、18世紀に改築され、

オーストリア・バロックの至宝といわれるような

現在の姿になった。まだ印刷技術のない時代の手

書きの古書を含め、10万冊に上る蔵書を誇る図書

館もある。また、女帝マリア・テレジアの時代の、

マリー・アントワネットがフランスへお輿入れの

際に宿泊したことでも知られている。 

ドナウ川の両岸の、所々に教会を中心とした集

落があり、川面を行く大小の船は右岸に着いたり、

左岸に着いたりしながら進んでいく。観光だけで

なく市民の足としても利用されているようである。 

クレムスという船着場で船を降りた。クレム

スはワァッハウ渓谷の東端に位置し、町はブド

ウ畑に囲まれている。中世の頃から文化の中心

地となっており、第二次世界大戦で多くの建設

物が破壊されたが、現在も19世紀以前の貴重な

建物が400軒以上も残っている。

ヴァッハウ渓谷 

メルク川から出るドナウ川クルーズ船 

メルク修道院

修道院内の図書館
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ウィーン港とドナウ川の改修 

黒海から約2000km、北海から1500kmにあるウ

ィーン港は、水運、鉄道、トラックの三つのモ

ードを 適に接続できる港である。コンテナの

扱い量は年間32.7万TEUと多くはないが、ドナウ

川河川港では、一番の荷物を取り扱い、一週間

に70本のコンテナ列車が走り、ロッテルダム、

ハンブルク、ブレーメルハーヘンなど欧州の主

要港やブダペストやブラティスラバなどの地域

拠点へ輸送されている。 

ウィーン港はドナウ川に沿って4地区に分か

れており、港湾エリア350ha、岸壁延長5kmの規

模で高速道路、国際鉄道網へ直接アクセス可能

な位置にある。そして年間、貨物船1650隻、旅

客船4000隻の船舶が往来している。 

 

観光船と美しい川沿いの街 クレムスの船着場

ロジスティクス 

ウィーン港の全景 

ロッテルダム～ウィーン 列車は早くて便利 (24時間)
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ウィーンの新旧ドナウ川 

 

ウィーン三日月湖の再開発 

 

ロッテルダムからウィーン間には66の閘門

があり、船で10～11日かかり、しかもコンテ

ナ船は橋と水深で船の大きさが制限される。

一方、列車はこの間を24時間で結ばれるとい

うことで列車、トラックの利用割合が多くな

っている。（トラック55%、列車30%）しかし、

一般的に水運は、経済的利益、輸送量、環境

の面で優れており、今後拡大することが期待

されている。 

もともとドナウ川はウィーン付近で蛇行し、い

くつもの支流をつくっていたが、度重なる氾濫の

ため、かなり前から河川改修が行われ、今日のま

っすぐな流れに整備された。ドナウ運河や三日月

湖はその名残である。開削して造った新ドナウ川

の土で旧ドナウ川との間を埋め、幅250m、長さ

21kmの土地（ドナウインセル）をつくり、レクリ

エーション用地として利用している。 

ドナウ川の長年にわたる改修により、ウィー

ンは洪水に強い町になるとともにウォーターフ

ロントを有効に利用し、市民の憩いの場を創造

した。 

 

ドナウ川沿いのウィーン再開発地区 

 

鎖橋を挟んでブダ・ペスト 

1873年にドナウ川の右岸のブダ地区（丘陵地

帯）と左岸のペスト地区（平地）が統合されて

出来たハンガリーの首都ブダペストは、「ドナウ

の真珠」と称されドナウ川沿いの も美しい都

市である。旧オーストリア帝国時代、ウィーン、

プラハと併せてハプスブルク三都としてドナウ

川を挟んで発展した。 

ブダ地区の中心が王宮であり、これを取り囲

むようにして市民の街が繁栄した。王宮内部は

ブタペスト ドナウ川沿いの も美しい都市
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ブダペスト歴史博物館や、国立博物館、美術館にな

っている。ドナウ川に沿ってネオロマネスク様式で

建造された数個の尖塔と回廊が「漁夫の砦」である。

かつてこの場所で魚の市が開催されていたことや、

漁師組合が管理していたことから、名付けられた砦

である。向かいには13世紀に建てられ、歴代の王の

戴冠式が行われてきたマーチャーシュ教会がある。 

ペスト地区の中心には、ネオクラシック様式と

してヨーロッパ有数の建築物である国会議事堂が

ある。ドナウ川沿いに発展したこの一帯は、商業

地区ペストの中で も華やかで美しい景観を持つ

地区である。 

国会議事堂は、数々の異なる様式を取り入れた折

衷主義建築の傑作であり、1902年に完成した。いく

つもの尖塔が天を突くネオゴシック様式、高さ96m

の中央のドームはルネッサンス風に装飾されている。 

1849年に開通したブダ地区とペスト地区を結ぶ

新古典主義様式の橋が鎖橋である。ハンガリー

古の橋であり、長さ375m、幅16mで第二次世界大戦

により多大な被害を受けたが、1949年に現在の姿

に復元された。街のシンボルになっており、夜は

ライトアップされドナウの夜景を彩る主役となる。 

ブダペストの中央市場は、駅舎を改造してつくっ

た建物であり、かつては商品を積んだ船が地下の運

河を通って直接市場の下まで行き、積荷を下した。 

ブダペストは今回の旅を締めくくるにふさわし

いウォーターフロントの美しい街であった。

 

ドナウ川と鎖橋 ブタペストの市場

国会議事堂

漁夫の砦

ドナウ川の対岸から見る王宮と工事中の教会




