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津 田 正夫

ドナウ川はハンガリー領内に入ってその名をドナと変え，プタベストから

まっすぐ南にハンガリーの大平原を悠々と流れて，モハク （Mohac〕からユ

ーゴスラヴィア圏内に入って，名もドナヴ（Donaめ という名になるC

そのドナヴは国境からいく度か曲ってベオグラード （Beograd〕にたどり

つくが，国境から首都に入るまではヴォイヴォディナ（Vojvodina）という，

セJレピア共和国 （ユーゴスラヴィア社会主義連邦共和国の1つ〉内の自治州

を通る。 この自治州は面積約2万切に ユーゴスラヴ ィアの穀倉でありまた

牧畜地帯である。あらゆる農産物の産出地で，また統計書 (1971年〉による

と，牛が48万頭，豚200万頭を持っているとし、う。その穀倉地帯を ドナヴは

南下し，国境から50kmのところのアパチン（Apatin〕を通るあた りでたくさ

んの支流を出し，一帯を広大な沼沢地としている。 ここは有名な狩猟地で，

そこに群棲する水鳥の数はたいへんなもので， またうずらやきじも多L、。

沼沢地をちょっと離れると， いわゆるドナヴ鹿や RoeDeerが棲んでいる

そうだ。農業地帯だからドナヴからひいた大小の運河が網の目のように作ら

れている。アパチンから南lOkmのところでドナヴはその右岸に，這かチロル

のインニシェル ・エック (InnischerEck）から流れ出たドラヴァ〔Drava)

川の急流を併呑する。 このドラヴァ川の渓谷を伝って，古 くはフン族が，ま

たトルコ軍が西進して行ったのだ。
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第 1図 ユーゴスラヴィア園内を流れるドナヴ川

①地図 1

②地図 2

③地図 3
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ドナヴは今ドラヴァをあわせて川幅も 350mとなって南進，右岸にこのあ

たりには珍らしいフルシュ カ・ゴ ラ（FruskaGora .ゴラは山という意〉が

現われるの私はベオグラード滞在中一日このあたりをドライブしたが，フル

シュカ ・ゴラ，ことに近くのベト ロヴァラディン（Petrovaradin）はドラヴ

川流域としては珍らしい森林地帯で，森の中には黄じか（FallowDeer）が

たくさんいると教えられたが，ちょっと行ったぐらいではその姿をみること

はできなし、。鳥が非常に多かったo ハンガリ ーのパ ラト ン湖 （Balaton）と

いう，世界的鳥禽集合地から南下する鳥たちの一時休憩所であろう。森の中

にいくつかの小奇麗なモーテル（日本のモーテルとは違う〉があったが，こ

んなところに一夜泊ったら，朝は鳥の声で目が覚めるだろうと思った。この
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第 2図 ハンガリ一国境からベオグラードまで
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日， ドラ ヴァ右岸のパチカ ・パラン カ 〔BackaPalanka〕というと ころのレ

ストランで， ドラヴァ 川の急流で捕れた鱒をご馳走になったが，じつにおい

しかった。 魚料理を看板にしたレス トランが河畔にたくさんあったのには驚

いた。ベオグラ ー ドへの帰り道「ス レムシ ュカ ・ミト ロヴィカJ(Sremska 

Mitrovica）というところのシルミウム（Sirmium）とし、う ローマの遺E責をみ
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ドナヴは右岸にカメニカ （Kamenika), 左岸にノヴィサド（Novisad）の

町を望み，スランカーメン（Slankamen）でハンギリ一大平原をドナとほぼ

平行して南下するティサ（Tisa）川をあわせる。河口近くにたくさんの島が

あるのは，ティサ川が流して来たものの堆積であろう。 ドナヴ川はそこから

間もなく，ユーゴスラヴィア西北隅，ジュリア ・アルプの，ユーゴスラヴィ

ア最高のトリグリアヴ（Trigliav=2,864m）山麓のボニー湖から流れ，ス ロ

ヴェ ニア，ク ロアチアおよびポスニア（Slovenia,Croatia, Bosnia，いずれ

もユーゴ スラヴィア連邦を組織する共和国〉の一部を潤おして， 940km流れ

るサヴァ（Sava）の流れをベオグラ ー ドの丘の足下に呑む。それからドナヴ

はベオグラ ー ドの丘を半周して東進， トランシルヴァニア（Transylvania)

山腹の胴腹を貫通し，カザン峡谷（Kazan）その他いくつかの峡谷を作り，

河中に無数にある岩塊にぶつかりながら，いわゆる鉄門 (IronGate, Eisener 

Tor, Djerdap）の名で知られていた難所を通ってルーマニア，ブルガリア両

国の国境を作り，ルーマニアの東ではソ連〈ベッサラピア〕との国境線とな

る。かくてドナウは8つの国， ドイツ， オーストリア， チェコス ロヴァキ

ア，ハンガリ ー，ユーゴスラヴィア，ルーマニア，フソレガリア， ソ連を経て

黒海に注ぐのである。

私はプダベストからベオグラードまでのドナヴ舟行をせず， ユーゴ航空

CJ AT）で一気にベオグラ ー ドに向かった。したがって，以上書いたドナウ

の姿は， ドナヴには申しわけないが，ベオグラードからヴォイヴォディナ自

治州を歩いたときにみたものだけであることをお断わりする。

ブダペストのフェリエゲー空港を飛び立った JA T機はまっすぐに南下 し

た。晴れた日だったので，左手の窓からはティサ川の流れがみえ，右手にみ

えるドナ川との聞に狭まれた大平原いたるところにたくさんの湖沼や，両大

河をつなぐ運河がみえた。かつてアッチラがフン族を引連れてここに定住

し，ローマ帝国への侵入を企図した土地か，とそんなことを考えているうち

に機はケシュメト（Kecskemet）やシェゲト（Szeged）の上空を飛び，ティ

サ川がドナヴに合流するところがみえたかと思ったら，ベルトのサインが出，

ベオグラ ー ドの丘，新しいベオグラード，あれがサヴァ川と思っているうち
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にベオグラード空港に到着した。距離にして 300kmぐらい，4基機で 1時間

ちょっとのあっけない飛行だった。

2度目にベオグラ ー ドを訪れたときは，ウィーンからやはり JAT機でザ

グレブ（Zagreb）に行き，そこで 2泊して，そこからまた JATでサヴァ川

の上空を伝うようにポスニア，クロアチア，ス ロヴェニアの空を飛んでベオ

クラードに入 った。

ベオグラードはユーゴスラヴィア社会主義連邦共和国の首府で，サヴァ川

の向こうの新市街のノヴィ ・ベオグラード（NoviBeograd）をあわせると人

口は 100万に達するO ユーゴスラヴィアの首府であると同時に， セルピア共

和国の首府でもあるO 古くからヨーロッパの主要交通の要衝， ドナヴとサヴ

ァ両河の合流点でもあり，またその前面にヴォイヴォデ ィナの穀倉を控えて

いるので，紀元前4世紀からケルト族はここに要塞都市を築いた。そこが戦

略的位置にあるだけに，紀元前 1世紀ころから ローマ族に占領され，爾来ピ

ザンチン，フランク，スラヴ（この時代に「白い（Beo）町（grad）」といっ

て今の名がついた。それは丘の上の城壁の色が白かったからだという〉と，

その主を変えること40いくつかだったが，第2次大戦終了とともに，名実と

もにユーゴスラヴィア社会主義連邦共和国ができた。 したがって，数十回に

わたる戦火に見舞われ，第2次大戦中はドイツ軍の猛爆撃のため，中欧諸国

にみられるような，古代から中世の面影をみせてくれるものは非常に少な

い。しかしそれだけに新興国としての意気ごみがみえ，私は 2回目の訪問

で， 目を見張るような発展ぶりに驚ろかされた。その最たるものは，サヴァ

川の向こうの新市街に林立する高層住宅建築群だ。市内にも，新しいホテル

がどんどんできている。1963年に初めて訪れたときなど，市民の服装とい

い， JA T機内の設備，食事などお世辞にもほめられたものではなく，日本の

戦後，昭和24,25年ぐらいの生活水準だなと思ったが，その後の様子は大し

た発展だ。

古いものがないといったが，全然ないわけではなし、。そこは東京 とは違

う。有名なのは 「カレメグダン要塞」（Kalemegdan）で、あろう （口絵参照〉。

ベオグラ ー ドのドナヴに臨む丘の上にある城で，ベオグラード市民の行楽地

となっている。その要塞は外郭しか残っていないが，水のない濠を渡ると，
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写真 1 カレメグダン要望室の城門

豪壮な石積みの 2つの砦の聞に城門があり，そこをくぐると第 2，第 3の濠

や城門があって，その奥が城塞の跡，今は公園になっていて，ローマ時代の

建物がたくさんある。またユーゴが誇る彫刻家メシュト ロヴィシ（Mestrovic)

が彫った黒熔石の柱像があるし，軍事博物館，第2次大戦中，現大統領チト

ーがポスニアの山中でパルチザンの司令部にしていた山小屋を再生したもの

がある。午後になると公園のベンチには， ミニスカートやパンタロン姿の学

生らしい女性が，小 さなラジオでビート の音楽を聞きながら談笑していたり ，

若い 2人が身体をすり寄せているのもいたが，若い女性のブロンドの髪の多

いのはやはりユーゴ （南）スラヴのせし、かも知れなし、。 しかしこの国には南

にマケド ニア，モンテネグロとし、う共和国があるから，必然的にギリシア型

の顔，髪の多いのも否めなし、。

ここにローマ時代からある深さ30mもの井戸があると聞き， ドイツのヴュ

ノレツフルグやニュ ルンベルクで観たような，蝋燭を綱でおろして底の水をみ

せるようなものかと思ったら，さにあらず，なんとその井戸は直経5mもあ

り， 階段で底までおりられるものだった。ここからの眺めはじつに雄大で，

私はベオグラー ド滞在中いく度かここに来た。足下にサヴ ァ川がドナヴと合

流する。かつてはここが トルコとオーストリ アとの国境だったのだο そして
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ベオグラ ー ドの対岸のゼムン（Zemun）にはオーストリア¢強固な要塞があ

って，この丘を目標としていたのだ。その向こうはサヴァ川に架る橋を渡っ

てノヴィ ・ベオグラードの新市街，その奥が視界をさえぎるものはフルシュ

カの森だけで，あとはハンガリ ーの国境まで続くヴォイヴォディナの平原だG

そこをドナヴがあっちこっち と曲って流れている。まったくあきない眺望で

ある。

ユーゴスラヴィアはセルピア，グ ロアチア，スロヴェニア，ボスニア ・へ

ルゼゴヴィナ，モンテネグロ，マケドニアの 6つの共和国の連合体である。

おのおのがきわめて独立心が強く郷土愛に燃えているつ したがって，街を歩

いていても（もちろん案内者の説明によるが〉あれはどこどこの人とすぐ教

えてくれる。それに人種的にいって，スラブ系， ギリシア系， トルコ系が

目立つ。そう しづ人混みのなかを歩いていたら，自の前に波型の屋根をした

建物を中心に繰り拡げられている野外市場の中に入ったっ女性の売子は例外

なしにハンカチで頭を巻いた，おそろしく胸の豊かな女性だった。売子がさ

かんに私に向かつて何かいっていた。案内人の話によるとその女性が私に向

かつてしきりと店の品物を自慢していたそうだ。太縄につるされた羊肉，各

種多様のチーズ，野菜，果物，それに見るも見事な大きなピーマンが山と積

まれている。 こうしてみると，ユーゴはやはり農業国だということがよくわ

かるO 中には 2,3頭の山羊，家鴨，豚などを持って来て， 買手を符ーっている

百姓もいた。

繁華街はクネザ ・ミハイラ（KnesMihailova〕，マルシヤノレ ・チタ（Mar-

shal Tita）だ。夕方になるとたいへんな人通りだが，その人混みも午後4時

ごろから始まる。おかしいと思って聞いてみると， ここは市民が早起き

で，工場や商社は朝 6,7時ごろから始まる。始業から 2時間経っと 30分の

朝食のための休憩，それから 2時ないし 3時まで、ぶっ通し働いてそれで終

業，人々は町中のレストランやカフェテリアで昼食をとるが，家でゆっくり

家族とともにご馳走をたベ，それから昼寝，中には，昼食がすむと他に内職

稼ぎをするか，将来のために学校に行く人もいる。そうでなL、人は繁華街を

歩いたり，夕方が近づくと昼寝をすましたり，内職や学校をすませた人々が

どっと街中に出て来る。 7時から8時は押すな押すなの人出になるというこ
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写真2 ベオグラードの街中

とがわかった。共和国広場やマルクス ・エンゲルス広場などの花苑の手入れ

など，日本では想像できないていねいさで，四季を通し美しい花が人々の白

を楽しませてくれる。私はユーゴスラヴィアに行っていつも思うことは，国

名は社会主義連邦共和国であるが，他の共産固とちがって，だれも私をみつ

めることなく ，圏内どこにでも旅行できる。どこを写真にとってもし、し、し，

町中でだれにでも話しかけることができ，それをだれも看視していないし，

話しかければ， 必ず快よい返事がかえって来る。私をプル ジョア国の国民と

はみなL、。さすがチトー大統領の非同盟政策が国民 1人 1人に徹底している

ことがわかるO

日本とは1952年に国交が回復，通商航海条約，円借款取決めが結ぼれてい

る。ことに同国の豊富な鉱物資源の対策や数年前に起きた地震などのとき，

日本から多くの専門家が招方通れているO

ユーゴに行っていつも閉口するものが 1つある。それはどの家庭に行って

も出される茶（チャイ〉だが，みたところ日本の茶と変わらないと思ってグ
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イ飲みするとたいへん，身体中がカッとなる。アノレゼンチンでユーゴ大使を

していたF （当時の外務次官〕に聞いてみたら，この茶自体はベオグラード

の南のシュマイゲアでできるシュマイディスキー ・チャイだが，それに白砂

糖，少しの水を入れて煮つめ， そこにテキア（Tekija）というプラム ・プラ

ンデー，蜂蜜を入れたものだそうだ。ブランデーが入っているから，グイ飲

みするとこたえるわけだ。

もう 1つ困ることは，この国のキリル（Cyrillic）文字だ。よく人は lは

ユーゴ社会主義共和国連邦国， 2は文字（ラテン文字とキリル文字〉， 3は

宗教（旧教，ギリシア正教，回教〉 というが，この文字はロシア文字と

似ているので，欧州各国を歩いていっこう不自由を感じない私も，このキリ

Jレ文字にはかぶとを脱いでしまう 。

第3に困ることは，これは私自身のことだが，そしてハンガリーでもそう

だったが，料理はノ4プリカ（Paprika）料理だが， その上にさらに辛子がか

かつて出て来る。それに，私の嫌いなピーマンがし、ろいろ姿を変えて出て来

る。スペインに行くと至るところオリーヴのにおいがするが，ここではピー

マンのにおいが国中にみなぎっている。もっとも， ドイツではラ ードのにお

し、だ。

コーヒーはウィ ーン，プダペスト同様トルココーヒーのド ロンとした濃し、

もので，相当強烈である。あるカフェーでいっしょになったアメリカ人がこ

のコーヒーを一口飲んで，顔をしかめ，さっそく水をもらっていた。

ベオグラ ードの南にアヴァラ（Avala）という600mぐらいの丘がある。雑

木林の中の坂を登って行くと，そこは平地になって眺望がすばらしし、。 ドナ

ヴの姿がみえる。私が最初訪れたときは秋だったので，麓から南にかけて葡

萄畑の色がじつに鮮やかだった。その頂上の平地から石の階段をのぼると，

その上に立派な廟があって，そこにユーゴスラヴ ィアの世界に誇る有名な彫

刻家イワン ・メシュトロヴィケが1934年に作った，黒い花岡岩を刻んだユー

ゴ各地の郷土服の女性像や第 1次大戦当時の無名戦士の墓があるO 第 2次大

戦終了後はその無名戦士の名もそこに加えられ，一種の護国神社のよ うにな

っていて，各国の大使は着任してチト一大統領に信任状を捧呈したあと，必

ずここに来て花輪を捧げることになっている。

この帰り道，グロシカ （Grocka）という， ドナヴが大きく曲るところを見
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おろす絶壁の上の，名を忘れたが有名なレスト ラン （カファ ナ＝Kafana）の

柳の木の下で昼食をご馳走になったが，眺めもさることながら，仔豚の丸焼

がとてもうまかったことを思し、出す。 このとき同行の友人に，河向こ うは。

い別の固ということが頭にあったためか， ドナヴの対岸を指して， あそこは

もうルーマ ニアかと聞いて，笑われたことも思い出す。

私がドナグの難所といわれる鉄門あたりを初めて訪れたのは， 1963年のこ

とだった。昔，中欧一帯がパノニア湖（Panonia）だったそうで， その水の

吐け口としてカルパチア， トランシルヴァ ニア山脈を貫通してドナヴができ

たとかで，そのため河中至るところ，ことにゴブラチからの下流には河中に

岩石が幡掘し，水中には至るところ岩礁があり，あるところでは湖のよ うな

静かな河面をみせているドナヴが，あるところでは両岸の山が絶壁をなして

迫っているので突如急流となり，岩に当たって砕ける流れが白波をたてる渦

が随所にあるとし、うわけで，航行する船舶はそれをよけて，岸の近 くに設けー

られている堰堤に入って航行するのやむなきに至るよ うな状態だった。 とこ

ろが，このドナヴを通らなければルーマニアの油も穀物も中欧諸国に運べな

い。また， ユーゴス ラヴィアの鉱産物も運べないので，前世紀の終わりごろ

から，時のハンガリ一政府（当時ハンガリーは下流のオルショヴァ くOrsova)

付近のいわゆる鉄門までを領有していた〉は巨費を投じてドナヴ河中の岩石

除去事業を行なったのである。

第 1次大戦中もそうだったが，ことに第2次世界大戦のときは，ノレーマニ

アもナチスの膝下にあったので， ドイツはそこから運ばれる血のように貴い

石油の，この鉄門付近通過には想像以上の苦慮をし，万一ここが連合軍によ

って爆撃されたら，戦争遂行に致命的影響を来たすとして，この地方各所に

防空施設を設けたということである。

私は戦争中にいく度か 「鉄門Jのことをニュースで聞かされたので，前述

のように1963年に鉄門地帯を訪れたのだが，そのとき， ドナヴ川の鉄門を初

め各所の難所に非常に興味を覚えた。また同時に， 川の両側の絶壁の作る景

観，山と山の聞の牧野の美しさ， 急湾の水勢などに心を惹かれ，さらにはド

ナヴ両岸にローマ時代，ことにティベ リウ ス，デオクレチアン， トラヤ ン帝

が軍隊をこ こ に率~＇，野 蛮族の南進に備え，またこの地方から産出 される
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金，銀，銅の鉱山を護るため，各所に城塞を作ったその廃I止をみたりして，

楽しい旅をした。

ところが，このドナヴ川が1964年から1971年の間に行なわれたユーゴ ・ル

ーマニア両国の協力で大改修が行なわれ， 130切 にわたる両岸の 堤防の改

修，河中の岩石の除去などを行なったあと，一番の難所だったあたりに一大

ダム， ジェルダップ（Djerdap）ができた。案内書をみると， 1,360万dの河

中の堆積物， 720万dの岩石を取り除き， 320万dのコ ンクリートを用い，そ

こに16万トンの補給および鉄材， 11万トンの器材を装置して， 14の水門およ

び直径9.5mもあるオーストリアのカプラン（Kaplan）式のタ ービ ンそれぞ

れ 7個，2,lOOMWの電力が発電できる水力発電所2つを建設しその発電

所の両側には問門を作って船舶の航行に使うということになった。 したがっ

てドナヴの姿が一変したことは否めなし、。

私がこの前に行ったときは，ベオグラードから南下してポジヤレヴァチ

(Pozarevac）に出，そこからドナヴ川に出ょ うと したが， 川に沿っている

自動車の通れる道がないというので， ホモリアシュケ （Homoljske）の山の

聞の舗装のない道を難行していくつかの峠を越え，銅山町のマイダンベック

(Majdanpek）を通り （この山の南にあるボールくBor）とし、う銅山の産出量

は日本の銅の全産出量と同量だと聞いた〕，ネゴチン（Negotin〕に出て，そ

こからドナヴ川を上流に向かつて北上し， やっとクラドヴォ（Kladovo）に

達し，いわゆる鉄門あたりをみたのである。海中に 2kmぐらいの堰堤が作ら

れ， 舷の低い船が数隻石油を満載して急流をよそ自 にゆっく り遡航している

のをみた。雪解けのときではなかったが，それでも水量は多く ，まだ河中に

は岩石が水面に出ているのもあリ，至るところ大小の渦を作っていた。ひと

たび風が吹くと，河面は 「狂人のように踊り出す」と案内の人はいっていた

が，そのときは，多くの河上の船は，難を避けて至るところに作られている

堰堤の中に碇泊するのだそうだ。

さて大改修が行なわれたド ナヴだが， ユーコの友人は，も うドナヴはあな

たがかつてみたようなものと違って，ふつうの穏やかな川になった，難所も

なくなり，岩を噛む急流もみられず，河中に陀立していた岩塊も ない， ドナ
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第 3図 ベオグラードからグラディシテまで

地 図 2

写真3 スメデレヴォ要塞の跡
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第 4図
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その鉄門に行くには，ベオグラ ー ドからは水中翼船で 「鉄門j まで行っ

て， その日のうちにベオグラ ー ドまで帰って来る方法もあるつベオグラ ー ド

から鉄門まではわずか 260kmだから，楽に日帰りもできるが，見物には水中

翼船で駈け足でみるよりは，最近， ドナヴ川沿いにいい道ができたというの

で，車で行くにしくはなL、。

ベオグラードからグロシカを通ったら， ドナヴ川畔に城壁の壊れたのが散

在 しているのがみえる。そこはスメデレヴォ（Smederevo〕といって，15世

紀ごろの要塞の跡だそうだ。

そこからモラヴァ （Molava)Jllを渡って，ポジヤレヴァチ （Pozarevac)

喧

図

主
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写真 4 ゴノレパッチの要塞

の町に入った。農業の中心地で，毎年9月第 I週に行なわれるルピチェヴォ

「Llubicevo) とし、う 競馬は，たいへんな人出でにぎわ うそうだ。 フレス コを

たくさん蒐めた美術館がある。そこからドナヴに向かつて進むと，川の畔 り

のグラデ ィシテ（Grediste）という 村に出た。 ドナヴの砂の河原がとても奇麗

だ。 ここは漁村で，魚料理のレスト ランがあるので有名だという。 ここから

上流 5kmのところの対岸乞パチアスという 町があるが，そこを流れるネラ川

がドナヴに注ぐところから，対岸はルーマニア領になるO

ここから鱒で有名なペック（Peck）川を渡って， ドナヴに沿って新しい舗

装道路を20km行くと， ゴルパッチ（Golbac）という 町に入る。

青い草に被われた岩塊の上に古い城E止がある。14世紀ごろトルコ軍が対オ

ーストリア軍のために作った要塞だそう だが，岩の頂上の望楼など完全な姿

で残っているO ほんとうかど うか知 らないが，この要塞のある岩塊には多数

の洞穴があって，そこには水が溜っていて，春になるとそこから無数の蝿が

湧き出て，付近の里子に放牧してある家畜に被害を与えるとのことだ。

ドナヴの両岸の山も針葉樹や潤葉樹で青かったが，その中で，この要塞の

残骸だけが赤いのが印象的だo ここからがし、わゆる鉄門 （アイアン ・ゲー

ト〉になり，流れもそうとう急になっていたが，現在ではゆるやかな水勢b

下流のジェルダップ ・ダムの完成で， ドナヴも ここから 130kmの間，一つり
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写真5 レペンスキーからの発掘物

人口湖になったとL、う。

ユーゴ側のセヴェルニ ・クシャイ（SeverniKucai〕の森の聞の道を下流

に進む。森の間ところどころひらけて牧場になっているところもあり，野草

が咲き乱れている。放牧の家畜もみえる。ゴルパ ッチから印刷ほど行ったと

ころの立札に 「レペンスキ ー」（Lepenski，と書いてある。ダム建設のため，

岸の改修をやっていたら，そこの地中に珍らしい遺蹟があろるのが発見され

た。これはたいへんと，考古学者を招いて慎重に掘っていたところ，中から

有史前の家，石の彫刻，道具，舟そのほかが出て来た。 8,000年前のものと

わかりィそれらの記念物を， ドナヴの改修後，土地を30m高めてそこに発掘

物をならべたのである。

そこから対岸トランシルパニア山脈の突端，アルマス山が半島の主うに突

出てし、る2ごこ ろをド ナヴは南に曲り， ドニ・ミ ラノヴァチ（DonjiMilano・

-vac）とし、う村に入る。昔のローマ植民地で、ある。 こ己はドナヴの改修で，

以前の同名の町が河中に埋没したため，河幡の広くなった新しいド ナヴの流
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写真6 カザン峡谷入り口

れの畔り に新しく作 られた村である。以前来たとき，この村に山からケープ

ノレがあり，それが河岸の仮りの倉庫にマイダンペックの銅を運んでいた。 ド

ナヴの洪水のため，永久的倉庫を作ることができなかったが，現在では，増

水のおそれもないので，立派な倉庫ができ，そこから船積みできる ようにな

ザ ー

て），＿。

ドナヴはこ こから北に曲る。 両岸の 絶壁が迫って河幅 が80～lOOmにな

る。ここがカザン （Kazan〕峡谷， 1891年，当時のハンガリ 一政府が巨費を

投じてこのあたりの河中の岩石を爆破したそうだが，それでもまだたくさん

錯雑，婚据していた。それも大改修工事でなくなってしまった。

カザン峡谷はプラヴィセヴィ オ （Plavisevio）から始まづて， オ ・グラデ

ィノ（0Gradino）に終わる。カザ ンとはトルコ語の「鉢」という意味， 川

の両岸の白い，800mの高さの巨岩が垂直に切り立ったような絶壁をなし，

その岩の上に松が生えいるので，河上から仰ぎみると空が細長くみえ号。流

れはどんよりと湖のように静かだが，つぎの瞬間には風が荒立ち，水流は激

流と化L，秒速 3mになるとし、 ぅ。 ドイツのドナウ渓谷よりもっと両岸の絶

壁が迫っている。

私はこの峡谷の真上に太陽が来たとき，水面が蒼く光り，その光りが暗い

峡谷の両側の険峻な岩壁に反射して峡谷の内に微光を潔よわせb 時にはその

光りが明滅するよう にみえるのが何とも不思議で，幻想の世界にいるような
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あやしい気持にすらなることが

ある。昔からここで，突風のた

め荒れ狂った水中；こ舟が難破し

た悲話がいくつもある。また，

ここで泳いで渦に巻き込まれた

人の数も少なくなし、。 1人の溺雪

れた友人を救けようとして，同

行の友人が 6人も一時に死んだ

ということもあったそうだ。

このカザン峡谷を出ると，右

岸ユーゴ側の岩壁を削ってトラ

ヤン帝は 103年に ローマ道路を

作り，ダシア〔Dacia，今のルー

マニア地方〕に軍隊を進めた

し，またモンゴル， トルコの軍

隊もその道を通った。その道E各
写真7 トラヤン帝記念碑

を切り聞いたトラヤン帝の功績

を讃える 「トラヤ ン碑」〔TabulaTraiana〕が岩壁に作られてあったが，改修

のため水位が上がってそれが海中：こ哩没するので，その碑を彫りとり，改め，

て新しく高レ岩塊にはめ込んである。

ここの水深は以前は87mと聞いたが，今はlOOmだそうだ。

ここを通 り抜けると，左岸ルーマニア領にオルショヴァ〔Orsova）の凹］が

みえる。これも古L、町がド ナヴに埋没したので，新しくできた町だ。この町

のそばに，左側の山中からチェルナ （Cerna〕河が流れてド ナヴに注く。 こ

のチ ェルナ河の奥に ローマ時代からのへラク レス温泉（ThermeaHerculiめ

がある。現在でも行楽地と して，また温泉として有名だ。 リュ ーマチス， 神

経系統の病気に利 くとか，温冷 2つのプールがあるし，ホ テルもたくさんあ

ると聞いた。

ユーゴ側の山の密林の聞の牧場に，牛の群が草を喰んでいるのがみえるO

後ろのセヴル ン・クーチャイ（SevernKuca）〕のゆるやかな起伏の向こうに
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写真8 ダムの遠望

写真 9 ジェノレダップ ・ダム（右手の建物が発電所）

グレーベン， ゴス プディ ン（Greben, Gospdjn）の山々がみえる。

ここに来ると下流に有名なジエルダップ ・ダムが見える。 ドナヴ川にまた

が って 4億ドルの巨費を投じた堂々たるもので， 14の水l'tその両側の水力

発電所， ili¥j門と全長 L278mのも のだが，白い巨竜のようにドナヴをまたい

でいる。その水門の上は道路にな って， ユーゴ ・ルーマニア聞の交通路とな

り，近 くその上に鉄道が敷設され，ユーゴ側の現在ネゴチンまで来ている鉄

道がここまで伸びて，ルーマニア領のオルシ ョヴ ァに連絡，そこ から現在あ

る鉄路でプカレスト に通ずるようになるわけだ。このダムはただに両国間の

交通こ資するのみならず，この発電は目下はユーゴ，ルーマニア両国に行っ

ているが，それを将来はハンガリー，ブノレガリア， チェコス ロヴァキアにも

延ばすそうだ。何しろ，この水力発電所はソ連のクラスノヤルスグほか3つ
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写真10 排水口の両側にある関門

の大発電所につぐ世界第5の発電所で， 出力はアスワンダム，ナイアガラダ

ムをはるかに凌駕するものだというから大したものだ。

私は長い間ス イスのジュネーヴに駐在していたので， レマン湖から出る水

で，ジュネーヴ市が低位の発電所を作っているのをみたから，日本のダムと

は違う。 こういうのをみても大して驚かなかったが，問題はこの工事でドナ

ヴの両岸のド ニ ・ミラノヴァチ，テキ ヤ（Tekija），ルーマニア側のオルシヲ

ヴァ，ユーゴ側のゴルピンイ（Gobinji), ドポルノ（Duborno）およびシミ

アン島を沈め， ルーマニア側で4,000人，ユーゴ側で 1万4,500人が撤退を余

儀なくされ，新しい町作りをさせられたことだが，その話を開いて私は日本

でのダム工事で， 補償金騒ぎや，反対デモ，座り込み，マスコミは埋れる村

落を傷むことを書いたりすることを思い出し，さぞかし大騒きだったろう，

と案内人にたずねたら，彼はキョロッとして，私のいった意味がちょっと汲

みかねなかったらしいが，やがてわかったとみえ，

「一軒一軒， 一つの 村を考えればいろいろ文句はありましょ うが，問題は

公けのこと，国のためになるばかりか，沿岸各国の利益にもなるんですか
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写真11 シミアン島のアダ ・カレー要寒の跡

ら，反対運動なんてぜんぜんありませんよ。それより，こんなに立派にな

り，沿岸道路も完成し，今までのように洪水のおそれもないばかりか，この

あたりが観光地となったので，地域住民は恩沢を被っていますよ。ユーゴ側

にもルーマニア側にも，新しいホテルやモーテルがどんどん建っているのを

みても，いかにここが以前とは考えられないぐらい観光地として発展してい

るかわかります」。

といってL、7こO

このダムの位置はドナウ川の河口から942km，クラドヴォ（Kladovo）から

上流に9同，正確にい うと， ルーマニア領のゴラ ・ヴァイル（GoraVail), 

ユーゴ側のカ ラトス〔Karatos）を結んだ線のところにある。

このダムの下流 5kmのと ころの河中にシミアン（Simian〕という島があっ

て，島上にはトルコの植民地の跡，赤い域壁，墓地などがある。この島はピ

スマルク宰相の主宰した1878年のベルリン会議で，どうしたものか列国に忘

れられて，その帰属不明のまま長い年月を経た。結局，ルーマニア領となっ

たが，ジェルダッ プ工事でこの島も a時は河中に埋没する運命になった。 ど

うし、う工事をしたのか，土盛りしたのか，現在でもトルコが作った赤い妓壁

が残っているO 「アダ ・カレー」（AdaKaleh〕の名で有名だ。そこにはトル

コの植民地の廃祉もある。昔ここは自由関税の島だったとみえ，沿岸の人々

ね安いトルコたばこを貰いに来たそうだ。
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写真12 新しくできたクラドヴォの町 （河岸の高層ビノレがジェノレダップホテル）

写真13 ホテノレのテラスから（左，上流にダムがある）

ダムの近くにクラドヴォとし、う村がある。昔のローマの要塞都市だった。

ここもいったん埋没し，後方の土地に新しい村を作った。ダム完成後，交通

の便がよくなり，ユーゴ観光局もしきりとこのあたりの観光を宣伝している

ので，立派なホテルもでき，たくさんのモーテノレも建ったコ

クラドヴォに泊ってよかったと思った。八階建のジェルダップホテルは室
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数130，別棟にも80の室があるO 真新しいし，寝室の続きの小さな室にはテ

レどがあったし冷蔵庫もあった。

安眠して食堂に出る。 日傘の林立しているテラスで朝食にしょうかと思っ

たが，やめて食堂で、食べk.oテーブノレに運ばれたコーヒー，パン，ノ4ター，

マーマレ一 人 蜂蜜のほかに， トーストと，皿に山盛りのキャ ビアが出て来

たのには度肝をぬかれた。「へえ，キャビアか」 と私は思わずいってボーイ

の顔をみたら，後は得意になって，

「カザ ン峡谷あたりで、たくさんとれるんです」 といっていた。 日本にいた

らわずかに躍詰ものをたベる。パーティのオード ーブ．ルはト ーストにちょっ

としかのつかっていないのに，と思って喜んで食べ，戦前シベリア鉄道でヨ

ーロ ッパに行ったとき，車中であきるほど食べたことを思い出した。あれ以

来，こんな山盛りのキャビアを出されたのは初めてだった。

この近くにトラヤン帝が 103年から 2年がかりで作ったトラヤン崎があっ

たそうだ。全長 l,lOOm, 20の橋脚をもつものというから， ドイツのレーゲ

ンスプールクの石橋より l,000年も古いものだ。今はそれが壊れ，わずかにル

ーマニア側の トルヌ・セヴェリン（TurnuSeverin）に 2脚， ユーゴ側のク

ラドヴォ に l脚残っている。それにしても，そんな昔にこの大河上に橋を作

ったとは大したものだ。同じころ南フランスのガール（Gard）という河上に

水道橋を作った。私は先年それをみてローマ時代の土木工事に感歎したが，

それは紀元前19年，アウガスタス帝の婿アグリッパ時代のものだが，それか

らわずか 100年余に， ガール河上の橋よりも 4倍も長い橋をトラヤン帝時代

に作ったのだから驚嘆に値する。

この橋の建設については，種々の話を聞いた。難工事のため，つぎつぎと

多数の奴隷を投じて工事を進めたが，その奨励策として奴隷の首長には妻帯

を許したとか，負傷した技術者はへラクレス温泉に送られて静養することを

許されたとか，工事完成を祈ってトラヤン帝は多額の金銀を河中に投じたと

カミし、うことだ。

河上には，絶えず今にも水がかぶりそう に思われるほど低い舷の荷船（パ

ージ〉，そしてそれに引かれているいくつかの小さな舟が国旗を立てて絶え

ず航行しているのがみえる。 目立つのはソ連の国旗だが，これはソ連がドナ
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ウ航有機構に強引に加入して以来のことだ。中には，フソレガリア，ル＿，マニ

ア， ユーゴス ラヴィア，チ ェコスロヴァキア，オーストリア， ドイツの 6つ

の国旗を掲揚して航行している船もあった。それに混じって水中翼船が急が

しく白波をけたてて走っている。

ジェルダップ ・ダムができたので， ドナウの航行は非常に楽になった。 し

かし，急流に流されながら，河中に蛇立する岩を右往左往と避けたり，いよ

いよ鉄門と称せられる水夫の恐怖の的，難所では岸に近く設けられた長い堰

堤の中に入って航行するという ロマンは，科学の前に，というよりは人聞の

必要性の前にまったく消え去ったことは事実である。

ドナヴはここから急角度に湾曲して南に流れ，ユーゴ側のネゴチン近 くで

東進し，ルーマニアとブルガリアの国境線を作る。

（国家公安委員，元アルゼンチン大使）

〈編集部よりおことわり〉

「ドナウ下り」は『水利科学』 94号（ドイツ）， 95号（オーストリア）， 96号

（ハンガリー）に連載後，執筆者病気のため休載したが，本回（ユーゴスラヴィ

I ア〉をもっていちおう打ち切り，以下，ノレーマニア，フツレガリア， ソ連の部は，

改めて現地を旅行後，執筆される意図である。
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