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ヨーロッパの地中海西部の港湾を訪ねて
一般社団法人ウォーターフロント協会
五洋建設株式会社 土木営業部

1. はじめに

会長
課長

金澤
寛
安野 浩一朗

て北上しながら、各港湾・沿岸・都市区域を調査

一般財団法人みなと総合研究財団（WAVE）と

した。道中、移動手段の殆どは専用バスを利用し、

一般社団法人日本建設コンサルタント協会（JCCA）

また、同じ都市に1泊以上（シャモニーを除く）滞

が合同で実施する東京都市大学名誉総長の中村英

在することのない、調査と移動の繰り返しの “ハー

夫先生を団長とする欧州インフラ事情調査は、平

ドスケジュール” であった。さらには、急遽、フ

成21年度から毎年実施されており、今年で8年目を

ランス新幹線（TGV）がストライキを実行したた

迎える。今回は、総勢28名（写真−1）が10日間か

め、高速鉄道が利用できなくなる影響を受け、鉄

けて、スペイン、フランス、スイス、ドイツの4カ

道の利用を予定していた区間をも専用バスでの移

国をめぐり、主に地中海沿岸寄りの港湾整備や内

動に切り替える想定外の事態も生じた。

陸都市の開発状況について調査が行われた。

そのような中でも、団長を含めた全団員、一人

今回の全体行程を表−1に、全体行路を図−1に

も体調を崩すことなく、幸い天候にも恵まれ、す

それぞれ示す。空路により一旦、フランクフルト

べての調査に関して意欲的に取り組んでいた。公

空港に到着し、そのまま本行程の最南端都市であ

式訪問の場では活発な質疑が交わされるなど、収

る、バレンシアへ移動した。その後、陸路をたどっ

穫の多い調査であったと感じている。

写真−1

調査団一行
（バルセロナ港湾公社の前にて、港湾公社 Jordi Mgr を交えて撮影）
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表−1

全体行程

2. 港湾整備動向の調査結果
（1）概要

図−1

全体行路図

今回の調査では、港湾や沿岸区域の調査に加え
て、様々な港や川、都市を訪れ、多くの知見を得
ることができた。本資料では、前半部で3港湾（ス
ペイン国のバレンシア港、バルセロナ港、および
ドイツ国のデュイスブルグ港）の調査結果を記述
し、後半に、川、水辺環境、交通関係の結果を国
毎に報告させていただく。
（2）バレンシア港（スペイン）
バレンシア港は地中海西部におけるコンテナ航
路のハブ港として重要であり、コンテナ貨物取扱
量は、スペインで第2位、ヨーロッパ圏で第5位（450
万TEU、2015年）を誇っている。バレンシア港の
コンテナ取扱量は、過去20年間で年平均13%の成長
を遂げており、現在では、東京港と同程度の規模
にまで到達している。図−2に示すように、3つの
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図−2 バレンシア港の利用区分
（バレンシア港湾公社資料に一部追記）

我が国においても、昭和60年代以降、ウォーター
フロント開発の名の元に、物流、産業、生活（レ
クリエーションや親水機能等）の三つの機能が調
和よく計画された、港の整備に努めてきているも
のの、生活機能の整備は、やはり後追いの感が拭
えず、南欧の明るい光の中で見るバレンシア港の
見事なまでに物流機能とレジャーが融合された空
間には、港の整備に関する歴史や文化の違いを大
いに感じた。
図−3 バレンシア港の港湾整備計画
（バレンシア港湾公社資料）

コンテナターミナルを有し、それぞれのコンソー
シアム（NOATUM、MSC、TCV）が維持運営し
ている。日本からも三菱商事（株）
・上組（株）が
運営事業（TCV）への参画を開始している。
湾奥エリアには、2つのフェリー・クルーズター
ミナルが整備されており、イタリアをはじめとし

写真−2

バレンシア港のマリーナ（北側）

た地中海に面した各国との定期旅客航路の就航開
始により、近年はクルーズ向け需要においても堅
実な成長を果たしている。
バレンシア港の整備計画は、日本の方向に似た
傾向にあり、コンテナ船の大型化に備えた大水深
岸壁化が中心である。図−3に整備計画図を示す。
2014年からバレンシア北部増設計画を立ち上げ、
新規防波堤と2Faseからなる大型コンテナターミナ
ルの整備が進行中である。投資総額は、8.9億ドル

写真−3

憩いの空間（ビーチ）

（710億円）であり、この整備により、受入可能な
船舶が最大水深14mクラスであったものが、約18m
クラスまで対応が可能となる。また、取扱コンテ
ナ量も710万TEUまで拡大する。
物流関連施設の境界に面した区域では、南北そ
れぞれに、マリーナや浜辺空間が整備されており、
筆者らは平日の昼間に訪れたのにも関わらず、多
くの観光客が浜辺でくつろいだりして、賑わって
いた（写真−2〜写真−4）。

写真−4

バレンシア港のマリーナ案内掲示
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（3）バルセロナ港（スペイン）

行われている。そのため、自動車・化学・電子・

バルセロナは、南欧で唯一、港・空港・物流施

金属・薬品といった様々な産業の物流サービス関

設が集まる好環境にあり、空路や鉄道と港湾の一

連企業のネットワークが広がっており、市からで

体化が進んでいる。また、内陸のターミナルを集荷・

あればトラックで24時間以内、鉄道・船舶で48時

配送の拠点化し、港湾情報システムを導入して、

間以内に、ヨーロッパ及び地中海の中心・南部の

荷主、業者との問合せや発注の一元管理化を推進

商業施設に輸送可能とする、物流スピードに高い

するなど、ソフト・ハードともに充実した整備が

競争力を誇っている（図−4）。

バルセロナ港港湾区域

①コンテナターミナル

②バルクターミナル

④ヨットハーバー、
旅客ターミナル
図−4
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③貨物集約拠点（列車）

公式訪問
バルセロナ港

今では、バルセロナ港はスペインの中核港湾と
名付けられるまでになり、コンテナ取扱貨物量は
年間180万TEU（2012年）に達している。
バルセロナ港の近代化は、比較的歴史が浅く、
1980年代のバルセロナオリンピックの開催が決定
した後からである。さらに、現在に至るまでの躍
進は、1992年のバルセロナオリンピックが終了し
た後の取組による影響が大きいと言われている。
その成功の背景には、1992年に制定された港湾法
に基づいて、中央政府が設置したバルセロナ港湾
公社によって、将来を見据えた経営が実行された

写真−5

バルセロナ港港湾公社による説明

ことが大きい。その概要は以下の通りである。
バルセロナ港では港湾の整備に加え、幅広く手

今回のバルセロナ港の調査では、港湾視察に加

法的にも特徴に富んでいる背後圏に向けたロジス

え、バルセロナ港湾公社を訪問した。訪問時には、

ティックス回廊の取り組みが行われている。ハー

公社内のプレゼンテーションルームにおいて、港

ド面では、鉄道やフェリー網の拡充と云うリンク

湾戦略マネージャーのJordi氏により、今後の物流

機能の強化と内陸ターミナルの開発であり、ソフ

戦略に関する内容を中心テーマに説明を頂いた（写

ト面では情報システムを使った内陸拠点の支援の

真−5）。

展開である。特に、ソフト面では、港湾情報シス
テムへの取り組みにおいて世界の港湾をリード
し、港湾での利用手続きに係るペーパーレス化、

Jordi戦略マネージャーの話題内容を以下に整理
する。
・近年、物流企業が港湾に求めるサービスは大き

ワンストップ化を越え、港湾の官民が提供するす

く変化している。それらの企業は、30年前に比

べてのサービスを一つのポータルサイトで処理す

べて、ロジスティックスコストに非常に高い関

る体制を実現化している。官庁の諸手続きは勿論

心を持っている。なぜなら、製品の国際化が進

のこと倉庫事業者やトラック事業者など港湾に係

み、製品の総コストに占める輸送費の割合が20

るすべての行為（例えば、民間事業者との見積も

〜30%台までに達しているからである。そのた

りの履歴、契約、連絡、支払）を、文字通りワン

め、企業は、製品のロジスティックス環境を考

ストップで済ませることができる体制を稼働させ

慮した物流拠点を採択している。港湾採択には、

ている。

利用者の競合優位性が重要視されつつある。

バルセロナ港のクルーズ向けの整備も充実化し

・競合優位性とは、単にコストが安ければよい

ている。現在では、4棟の旅客ターミナルビルを有

ということではない。コストよりも、輸送の

し、大型クルーズ船が4隻同時に接岸可能となって

信頼性とスピード感が求められていると感じ

いる。欧州におけるクルーズ需要は増加傾向にあ

る。例えば、国際的な物流製品の中には、季

り、地中海向けのシェアは欧州市場の約60%を占

節品（衣服や食糧）の占める割合が高く、そ

め、背後圏に魅力ある観光資源を備えるバルセロ

れらは、何よりもまず商機を逃さない物流網

ナ港は今後の成長が期待される。

を構築することが重視されている（今ほしい

− WATERFRONT DEVELOPMENT − 47

時にすぐ届く、明日ではもはや商機を逸して

成長期には、工業地帯の物流拠点、およびドイツ

いる）
。

最大の鉄鋼業都市として大いに栄えたが、1970年

・そのような迅速性の高いサービスを行うには、

代に入ると産業構造の転換に伴い経済・地域社会

港湾の整備だけを考えていては難しく、バル

は大きく衰退し、河川港として発展してきたデュ

セロナ港の背後地のサプライチェーンやソフ

イスブルグ港も大きく後退した。

ト支援も含めた戦略が必要である。そのため、
港湾公社としては、港湾背後の環状道路、ト
ラックターミナル、接続鉄道の整備動向にも
目を配っている。
・現在の港湾建設投資は約90%がクルーズ向けで
ある。クルーズの利用客は、年々右肩上がり
に増加しており、2014年には236万人に達して
いる。しかし、港湾公社にとってはクルーズ
収益があまり高くないため、個人的には、投
資方針にやや疑問を感じるところはある。ク
ルーズは、背後圏の観光業にとって非常に良
い影響を与えているのは確かであるため、バ
ルセロナ都市や背後圏全体のことを考えると
間違った投資方針ではない。
プレゼンテーションの中で、
「港湾管理者は、単
なる港の管理者ではなく、輸送全体のコーディネー
ターである。勝ち抜くためには様々な人々との関
わりが欠かせない。
」という力強いコメントが何度
かあった。港湾運営は、このようなスタンスを持っ
て臨むことこそが、未来の発展に欠かせない重要

図−5 デュイスブルグ港
（Duisport HP 資料に追記）

なファクターであるのだろうと感じられたが、こ
の点に関しては、筆者も全く同感であり、港湾局
長時代に努力した、港湾利用手続きのワンストッ
プサービス化は勿論、輸送系全体を通じた情報シ
ステムの一元化の体制づくりの事などが思い出さ
れた（当時のわが国では、関係省庁、関係諸団体
の数が多すぎて、利害が一致せず、残念ながら実
現しなかった）
。
（4）デュイスブルグ港（ドイツ）
デュイスブルグは、ドイツの工業都市であり、
ライン川とルール川の合流地点に位置する。高度
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写真−6

誘致企業のオフィスビル

く 知 ら れ て い る、 デ ュ イ ス ブ ル ク 港 運 営 会 社
（Duisburger Hafen AG）が行っている。港湾区域
は、 中 核 地 域 で あ るRuhr Ore、Kassler Feld、
Duisburger Hafenに加え、Logport 1、からLogport
3の6地 区 か ら 構 成 さ れ て い る。 敷 地 面 積 は、 約
1,400haである（図−5）。
港湾エリアの近隣には、多くの物流・製品企業
のオフィスビルや物流倉庫が立ち並んでいる光景
が目にとまり、現地ガイドの話によると、今後も
企業の誘致が継続的に見込まれるだろうとのこと
写真−7

Ruhr Ore 地区の荷役施設

である（写真−6）。
筆者らは、Ruhr Ore地区を重点的に調査し、地
区周辺は静寂な雰囲気に包まれた、のどかな空間
が形成されていた。地図上では、一見、造船業の
係船ドック群のように入り組んだ専用工業地帯の
ように見えるが、実際には、河川敷にコンパクト
な荷役・係留設備が多数点在するといった配置に
なっていた。
直立式の専用岸壁のすぐ傍は、ちょっとしたプ
レジャーボードの係留場所が設けられていたり、
水辺での憩いが可能となるよう、緩傾斜式の護岸

写真−8

Ruhr Ore 地区の積替クレーン

ところが、その後の物流の海上コンテナ化の波
に伴い、デュイスブルグ港は、近代的ロジスティッ
クスハブとしての変貌を遂げることとなる。なお、

構造となっているなど、日本の造船ドッグや荷役
業の地帯によく見られる水際と遮断された直立護
岸壁に囲まれた工業空間とは大きく異なる光景で
あった（写真−7）。
鉄道線路は、コンテナ荷捌施設のすぐ手前まで

2000年以降コンテナ取扱量は飛躍的な伸びを見せ

直結しており、施設内のクレーンにより鉄道〜船

ており、2015年において360万TEUまで増加して

舶の積替が粛々と進められていた（写真−8）。

いる。デュイスブルグ港を流れるライン・ルール

デュイスブルグ港は、近い将来、我々の想像を

川は国際運河が発達しており、ライン川から運河

越えた発展を成し遂げる可能性が考えられる。そ

を経て北海の港湾までつながっているため、ロッ

の要因には、港湾背後の物流情勢の変化であり、

テルダムやアムステルダム（オランダ）、アントワー

重慶とデュイスブルグを結ぶ貨物鉄道「渝新欧鉄

プやゼーブリュージュ（ベルギー）との間の水運

道（Yuxinou Railway）」（南ルート）が、2011年に

のほか、鉄道間あるいは鉄道とバージとの結節機

開通したことだ（図−6）。

能を担っている。
港湾運営は、
「デュイスポート」のブランドで広

これまで、欧州―中国間の物流輸送は、天津・
上海港からスエズ運河を経由して、地中海に抜け
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できている。また、重慶には、米アップル（Apple）
製品を製造する台湾の大手電子機器メーカーをは
じめ、多くの情報電子機器や、自動車メーカーの
工場が集積している地域であり、ヨーロッパへの
陸路が開通することは中国側にとっても期待が大
きいようである。デュイスポートグループでも、
今後の成長戦略として、特に鉄道輸送分野に力を
入れていく方針を打ち出しており、現段階で内陸
輸送モードのおよそ半分のシェアを有するトラッ
ク輸送から鉄道輸送への切り替えを既に進めてい
写真−9

デュイスブルグ港運営会社

る（写真−9）。
日本ではあまりなじみのない “河川港” ではあ

る海上輸送ルートが主であったのだが、この鉄道

るが、今後の整備動向に最も注視すべき国際港湾

の開通により、陸路を活用した国際複合輸送が現

の1つであろうと実感した。

実のものとなる。この鉄道は、
「現代のシルクロー
ド」と呼ばれ、欧州―アジア間の輸送を大きく変
えると期待されている。
渝新欧鉄道は全長約1万1000km。カザフスタン、

3．
各国の調査結果
（1）スペイン編−バレンシア
バレンシアは、歴史的に水路が要となって発展

ロシア、ベラルーシ、ポーランドを経由する。各

してきた都市である。都市計画の歴史では、洪水

国での物流規格や法的制度の違いにより、カザフ

対策（1957年の大洪水）として初めて河川切替え（旧

スタンやロシア入国時にコンテナの積替えが発生

トゥリア川→新トゥリア川）を大々的に行った都

する課題が残っているものの、重慶―デュイスブ

市として知られている。25年の歳月をかけて、総

ルク間の輸送所要日数はわずか16日で、現段階に

延長10kmの河川の切替え事業が実施され、河川跡

おいて既に、従来の海上輸送よりも20日以上短縮

地は巨大公園（トゥリア公園）となって、余暇施
設が整備されている（図−7）。
跡地（旧トゥリア川）には、その他にも科学教

図−6 渝新欧鉄道の路線図
（http://bogoda5445.exblog.jp/21294913/）

50 − WATERFRONT DEVELOPMENT −

図−7

治水事業の概要

育と芸術を目的に建設された現代建築の集合体の
ような芸術科学エリアも整備されている。
斬新なデザインで目を引いたアラメーダ橋は、
かつての川底の上に架かる道路橋であり、競合コ
ンペにより、インパクトのある、斜めアーチ型の
デザインが採用された（写真−10）。
市庁舎広場には、治水事業の歴史を物語るモニュ
メントがあり、中央に座っている大きな男はトゥ
リア川を、女性は治水のために築かれた運河をそ
れぞれ意味する（写真−11）。
写真−12

スペイン高速鉄道（ユーロメソッド）

（2）スペイン編−バルセロナ
バレンシア〜バルセロナの移動は、スペイン国

12）。スペインでは、高速鉄道のフリーゲージトレ

鉄が運行するユーロメソッドを利用した（写真−

インが実用化されており、マドリード-バルセロナ
間では、2007年から高速新幹線と従来の広軌路線
をまたいで、世界初の軌道可変電車Alviaが運行を
開始している。
（3）フランス編−グルイッサン
グルイッサンは、ラングドッグ・ルシオン地方
圏に位置する地中海に面した小さな港町である
（写真−13）。この地中海沿岸一帯は、1963年から
フランス政府主導による大規模リゾート開発が行
われたことで知られている。このラングドック・

写真−10

写真−11

トゥリア公園のアラメーダ橋

バレンシアの治水歴史モニュメント

写真−13

グルイッサンの街並み
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グルイッサンの港

写真−16

ミディ運河

マルパストンネル

グルイッサン 湿地帯での製塩業

写真−17

ミディ運河

ベジエの大運河橋

写真−14

写真−15

ルシヨン観光開発計画は、観光という時代の要求
に応じた国土整備として、この地方を新しい文明

現在のグルイッサンは、観光業に加えて、ワイン、
製塩業などの製造産業が盛んである（写真−15）。

に即した形に創り直す主旨の下で実行された、国
の威信をかけた国家事業であった。整備区間は、ル・

（4）フランス編−ミディ運河

バルカレスからモンペリエの臨海区間約200kmを

フランス南西部のトゥールーズと地中海沿岸の

対象とした、類を見ない大規模開発となっている

港 町 セ ー ト を 結 ぶ240kmに 渡 る 長 大 な 水 路 が ミ

（写真−14）
。

ディ運河である。1666年に、水理技術者のピエール・

当時は、沿岸一帯が湿地や沼地が取り巻き、水

ポール・ルケによる発案と監督により建設が始ま

はけが悪いため、蚊の大群に悩まされていたそう

り、1694年に完成した。発案者のルケは、建設途

である。その問題を解決すべく、
蚊の駆除（科学的、

中に没し、息子の手によって完成に至った。この

物理的、生物学的）事業が立ち上げられたほどで

長大水路の接続により、内陸運河沿いの産物の流

あり、国家主導による徹底した事業側面が垣間見

通が盛んとなり、その後の南フランス地方の隆盛

える。

につながった。
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現在では、自動車や鉄道の発達により流通運河

に架かる高速道路橋である（写真−18）。2004年に

としての役割は終えているものの、人気観光コー

開通した世界一高い橋である。フランスのエファー

ス、農業用水として活用されている。

ジュ・ミヨー社により建設・管理運営がなされて

当時、運河建設は困難を極め、特に地理的な問
題に直面していた。地形標高は、内陸から地中海

いる。エファージュ社はエッフェル塔を建てた名
門企業である。

に向けて、最初の約60kmは60mの上り勾配で、残

ミヨー橋の傍には、日本で言うところの道の駅

り地中海までの190kmが下りとなっており、運航

が建てられており、ビデオによる橋建設時の記録

船を上下させる方法が最大の難題であった。そこ

紹介、お土産販売、橋梁技術や環境側面などにつ

で、人造湖を作り水の供給を確保したり、ロック

いての話題提供などが充実している。インフラの

式の閘門を建設したり、運河橋、トンネルを築い

アピールが上手にできており、インフラツーリズ

たりして克服していった。

ムの最先端を行っているものと感じられた（写真

それら個別の技術は、1600年代の当時において

−19）
。

は画期的な土木構造物であり、現在にも名を残す
施設が多くある。例えば、当時、船の上下移動を

（6）スイス編−ベルン

可能せしめるために設置した閘門（フォンセラン

ベルンは、スイスの首都で人口は13万人（スイ

ヌの7段ロック）は、現在、パナマ運河に取り入れ

ス第4の都市）。氷河期の氷河によって作られた町

られている手法に近いものがある。その他にも、

の周辺に広がる壮大な地形が特徴的である。街並

マルパストンネル（写真−16）は世界最古の運河

みは12世紀の状態を一貫して保全されており、市

トンネルであり、船の通航が可能なベジエの大運

街地は1983年に世界遺産の指定を受けている。

河橋（写真−17）は、建設から350年経過した今で
も立派に活躍している。

街並みの保全が成功したのは、ベルン市の景観
コントロール条例であると言われている。条例は、
街のシルエットに影響を与えてはいけないことを

（5）フランス編−ミヨー高架橋
ミヨー高架橋は、フランス南部のタルン川渓谷

写真−18

ミヨー高架橋

定めた内容であり、そのため、新しい建物は旧市
街には殆どない。その他にもアスファルトによる

写真−19

ミヨー高架橋傍の道の駅
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道路舗装が禁止されるなどの厳しい規制が適用さ

でも通行料を徴収するという法律である。その目

れている。

的は、排ガスによる環境破壊の防止の狙いもある

旧市街地の周囲を流れるアーレ川は、アルプス

が、物流事情によるところが大きいと推察される。

の雪解け水が水源であり、石灰分が多量に含まれ

スイスはヨーロッパ南北を結ぶ主要ルートにあ

ているため、緑に近い色合いの川となっている（写

るものの、国内を東西に横断するアルプス山脈が

真−20、写真−21）。

ローマ時代から、欧州の交易に立ちはだかる最大
の難関であった。そのため、フランスやドイツ、オー

（7）スイス編−番外

ストリアからイタリアへの物流ルートは、殆どが

スイスはEUに加盟していない国であるためか、

トラックによるアルプス越えとなる。このような

独自のルールを比較的自由に定めているようであ

通過物流では、スイスに利益をもたらさず、排ガ

る。その1例として、トラック規制が挙げられる。

スだけを残すことになるためである。

制度内容は、排ガス抑制の観点から、トラックは

そのような背景の中、2016年6月1日に、スイス

一部を除いて日曜走行を禁止し、国道を走る場合

に世界で最も長く地下深い列車トンネル（ゴッタ
ルド基底トンネル）が17年の建設期間と120億ドル
をかけて完成したとの発表があった（16年12月か
ら本格運転開始予定とのことである）（図−8）。こ
のトンネルの完成で、ドイツやフランスからイタ
リア、ミラノまでの鉄道輸送が可能となり、可能
取扱貨物量も約3倍に飛躍する。今後、欧州のロジ
ステイクスは一変し、陸上輸送だけでなく、地中
海沿岸の物流港にも、好影響を与えるものと期待
が大きい。
な お、 こ の ト ン ネ ル の 全 長 は57.5kmで あ り、

写真−20

写真−21
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ベルン

ベルン

アーレ川

12世紀の街並み保存

図−8 アルプス鉄道トンネルのイメージ
http://www.itmedia.co.jp/business/
articles/1606/24/news035_3.html より抜粋

写真−22

フライブルグ トラム終着駅に
設けられたバス停、
無料駐車場

写真−24

ケルン

写真−23

フライブルグ

写真−25

ケルン 住民参加による可搬式堤防
ケルン市HPより抜粋

緑化された屋敷

河畔沿いの水上レストラン

1988年に完成した青函トンネル（53.9km）は、世

ている（パークアンドライド）。現在では、市民の

界第2位に転落することになる。

95%は、バス停まで歩いて5分という段階まで整備
が進んでいるそうである。また、住民が時速30km

（8）ドイツ編−フライブルグ
フライブルグは、環境保護で先進的な取り組み
をしている都市であり、日本では「環境首都フラ

以下の、騒音のない道路に面して暮らしていける
「交通静寂化」などの規制も推進している（写真−
22、写真−23）
。

イブルク」と紹介されることが多い。
チェルノブイリの原発事故（1986年）を契機に、
いち早く都市政策の変換を行った都市である。

（9）ドイツ編−ライン河畔
ライン川の河畔に位置するケルンは、水上交通

緑化の推進や、公共交通政策の工夫などが進展

の要所である。住民が河川を取り込んだ良好な自

している。路面電車の終着駅には、バス停、無料

然環境を享受している。河畔沿線には、ユニーク

駐車場が直結されており、乗換がスムーズになっ

な間取のレジャーボードを係留した水上レストラ
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ンが多く見られた（写真−24）。

4. 芸術的鑑賞

ケルンはこれまで幾度もライン川の氾濫被害を

今回の工程では、訪問した先々の、国・都市の

受けてきており、洪水制御と都市環境の両立をめ

歴史や文化、生い立ちなどの一端についての知見

ざして可搬式堤防方式をとっている。いたるとこ

も得るため、美術・芸術的、歴史的施設にも触れ

ろに支柱が埋め込まれており、緊急時には支柱が

る機会が多くあった。以下に示す。

浮上する仕組みになっている。支柱と支柱の間は、

・聖家族教会

人力で5〜10kg程度の防水パネルをはめ込むと防潮

・フリードリッヒ浴場

堤が完成する仕組みとのことである（写真−25）。

・ケルン大聖堂

景観保全を実現しつつ、住民参加による洪水対策

・ゲルマン博物館

がしっかりとなされている。
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