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ヘット・エイランチャ・プロジェクト

〜近世アントワープのルネッサンス〜

住友ゴム工業（株）ブリュッセル事務所
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1．はじめに
「2億 ト ン 突 破！」、2015年 は ア ン ト ワ ー プ 港 に
とって記念すべき年となった。ここベルギーでは
最大の、そしてヨーロッパ全体ではロッテルダム
港（オランダ）に次ぐ第2の規模の港湾としてヨー
ロッパ経済を支えるこの大港湾も、他の港湾と同
じように、その誕生から様々な歴史を経て成長を
続けてきた。そして現在、このアントワープ港の
起源の１つとも言える「ヘット・エイランチャ地区」
でウォーターフロント開発が進んでいる。この場

図－1

ベルギー位置図

をお借りし、そのヘット・エイランチャ・プロジェ
クトをご紹介したい。

言われた。一日に数百隻の船舶が行き来し、毎週

注）ヘット・エイランチャ（Het Eilandje）とはオラン
ダ語で「小さな島」を意味する。

2,000台の荷馬車が街に入ってきたとの記録もあ
る。この時代に、経済成長に対応するために市街
地の北方へ拡張が行われた。それが、現在のヘット・

2．アントワープ港の歴史

エイランチャ地区一帯となる。

まずはアントワープ港の歴史について概説した

しかしながら隆盛は長くは続かない。当時スペ

い。文献によると12世紀には3箇所のドック（dok：

イン国王フェリペ２世の統治下にあったネーデル

オランダ語で、土地を掘削して岸壁に囲まれた凹

ラント（現在のオランダ、ベルギー、ルクセンブ

地内の水面を指す。ベルギーやオランダの港湾で

ルクを中心とするエリア）では、各地でその統治・

は、一般的にこの水面の名称を用いて地区を特定

統制に反発する動きが起こり、アントワープもま

する。以下同じ。）があり、イギリスやオランダ南

た反スペインの姿勢を示していた。その結果、ア

部への旅客の乗船、ドイツワインのイギリスへの

ントワープが1585年にスペイン軍に占領されると、

輸送中継、羊毛や衣類の輸入などの機能を果たし

ネーデルラント北部（現オランダ）は即座にスヘ

ていた。

ルデ川を閉鎖した（アントワープは、国際河川ス

16世紀は黄金世紀と呼ばれている。それまで隆

ヘルデ川に沿ってオランダ領内を通過し、北海か

盛を誇っていたブルージュが、航路の土砂堆積に

ら約60km遡上した場所に位置する）。このため、

より通航機能が低下したことなどにより、15世紀

アントワープは港湾機能と共に国際都市、富める

終わりから多くの外国貿易商館がアントワープに

都市としての地位を急激に落としていくことにな

移ってきた。砂糖、胡椒、銀、織物などの国際貿

る。その後、ネーデルラント南部（現ベルギー、

易港として、また一大金融市場として栄え、アン

ルクセンブルクなど）の支配国がフランス、そし

トワープは「ヨーロッパで最も豊かな都市」とも

てオランダへと移る中で、スヘルデ川の統制は緩
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図－2

アントワープ港

和されるものの、1863年に通航料が廃止されるま
での約300年に渡りアントワープ港にとっては自由
航行ができない時代が続いたのである。
19世紀初頭のフランス統治時代には、皇帝ナポ
レオン・ボナパルトがアントワープを「イギリス
の心臓を狙うピストル（a pistol pointed at the
heart of England）」と見定め、対英軍事上の拠点
として2か所のドックを1811年（Le petit bassin）
及び1813年（Le grand bassin）に整備した。これ

図－ 3

らが現在のボナパルトドック（Bonaparte dok）及

取扱貨物量推移

びウィレムドック（Willem dok）であり、後述の

は急増し、ヨーロッパのハブ港及び国際貿易港と

通りこれらの再開発がヘット・エイランチャ・プ

しての地位を回復した時期でもある（取扱貨物量

ロジェクトの一部となっている。この19世紀は、

は1829年の12.9万トンから1866年の100.0万トンへ

他にも多くのドック等の港湾施設が整備され、産

増加）。

業革命やドイツの貨物中継機能の成長等により鉄
鋼製品を始めとするアントワープ港の取扱貨物量
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20世紀に入ると、第1〜第3ハーヴェンドック、
アルベルトドック、ロイエルス閘門、ヴァン・カ

写真－1 代表的なコンテナターミナル ～ドゥルガンクドック～
（防舷材は当社製 PPi-1250H が設置されている）

ウウェラールト閘門などアントワープ市街地北部

開発（1970年代〜）、ドゥルガンクドック供用（岸

における港湾開発が進み、第1次世界大戦による一

壁延長2,600m、2005年）などを経て取扱貨物量は

時的な停滞を除き、順調に取扱貨物量も増加し、

1990年には1億200万トンへ、2008年には1億9,000万

1913年には取扱量1,900万トン、寄港船舶7,056隻を

トンへ増加し、2015年にはついに2億トンを突破し

記録している。鉄道やバージを活用した背後圏輸

たのである。なお、2016年6月には長さ500m、幅

送も活発であり、1913年は1,900万トンの取扱貨物

68m、深さ17.8mと（容積で）世界最大となるキー

の内、1,030万トンがバージ輸送であった。第2次世

ルドレヒト閘門が供用し、更なる成長が見込まれ

界大戦後は、欧州の戦後復興を目的としたマーシャ

ている。

ルプランを契機とし、特に石油化学産業が大きく
発展した。ベルギー政府の10年計画（1956〜1965年）

3．
マスタープラン及びプロジェクトの概要

において港湾開発にも多くの投資が行われ、多く

ヘット・エイランチャ地区は、16世紀の市街地

の企業がアントワープ港に立地した。この期間に

の北方への拡張や19世紀のナポレオンによるドッ

カナールドックなどスヘルデ川右岸の更なる北方

ク整備などにより開発されたが、20世紀にハーヴェ

への開発が行われ、オランダとの国境付近までが

ンドックやカナールドック等の整備により港湾機

アントワープ港の区域となった。なお、1966年の

能が更に北方へと移行するにつれ、にぎわいや活

取扱貨物量は6,000万トンを記録している。

力を失っていった。しばらくの間、ヘット・エイ

1960年代後半はコンテナ時代の幕開けとなる。

ランチャ地区は荒廃し、港湾機能と都市機能（市

1966年にベルギー国営船社CMBの子会社である港

街地）を隔てる障害となっていたが、1980年代終

運会社Gylsenが第6ハーヴェンドックで初めてのコ

わりから再開発の機運が高まり、2002年にはアン

ンテナ荷下ろしを実施して以降、アントワープ港

トワープ市及びアントワープ港湾公社によりエイ

のコンテナ取扱量は瞬く間に急増する。コンテナ

ランチャ・マスタープランが策定された。ここでは、

元年（1966年）のコンテナ取扱個数は43,820個で、

その概要について説明したい。なお、同マスター

その重量は約30万トンとの記録がある。

プランはその後いくつかの変更があり、2006年に

その後もスヘルデ川浚渫事業（1970年以降3回実
施）
、ロッテルダム〜アントワープ間のパイプライ

はアントワープ空間マスタープランに組み込まれ
ている。

ンによる原油輸送開始（1971年）
、スヘルデ川左岸
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（1）基本コンセプト

駐車場ではなく緑地の設置。駐車スペースは

ヘット・エイランチャ・マスタープランでは以
下の基本コンセプトが謳われている。

地下化。
・フェーズ1及びその北部及び東部に位置する

・ドックなどの水域と陸域とのバランスの重視。

フェーズ2に地区を分けて段階的に再開発を

・道路やドックが直行するという地区構造を強

実施。

化し、分割されたエリア毎に歴史性などの特

フェーズ1；

徴の尊重。

アウデ・ドックン（Oude Dokken）

・これまでの港湾機能が社会的、文化的に地区

モンテヴィデオ（Montevideo）

形成に影響していることから、新しく整備す

カディックス（Cadix）

る空間や建築物においても、その特徴を強化。

フェーズ2；

・倉庫やクレーンなどの旧施設は歴史性に富む

ドローフドックゥンエイラント

過去の痕跡であり、ヘット・エイランチャ地

（Droogdokkeneiland）

区の外観を決定する要素であることから、修

メキシコ・エイラント（Mexico-Eiland）

繕等により保護。

ケンぺンエイラント（Kempeneiland）

・地区全体の雰囲気を尊重し、玉石、青石、れ
んがなどの資材活用。
・ドック周縁や住居周辺の自動車交通を削減し、

写真－2
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ヘット・エイランチャ地区

表－1

ヘット・エイランチャ地区

フェーズ 1
①アウデ・ドックン ②モンテヴィデオ ③カディックス
文化と水の
出会うエリア

親水オープン
エリア

水と共生する
居住エリア

27ha

10ha

38ha

172ha
（約 1/3 は水面）

地区面積

ヘット・エイランチャ地区概要

地区人口
（2010年）

1,456 人

887 人

121 人

505 人

将来人口
（2020年）

6,600 人

995 人

939 人

4046 人

※公的機関による開発完了は2040年
（予定）

（2）2つの軸とMAS

フェーズ 2
④ドローフドックゥン
エイラント（街の展
望台エリア）
⑤メキシコ・エイラ
ント（街と港のプラッ
トフォームエリア）
⑥ケンぺンエイラント
（都市港湾の居住
エリア）

+

スにアントワープの歴史を知る上で貴重な多くの

ヘット・エイランチャ地区のとりわけフェーズ1

資料が展示されており、港湾に特化したフロアも

では、南北に走る軸と東西に走る軸の2つの軸を中

ある。また特徴的な外観も手伝い、アントワープ

心にデザインが行われている。すなわち、市街中

のランドマークとなっている（私はアントワープ

心 地 と 港 湾 地 域 を つ な ぎ 南 北 に 走 る「 文 化 軸

の中身を見られるという意味で「剥きかけのゆで

（Cultural axis）
」及びスヘルデ川とスポール・ノー

卵」をイメージしたかと推測したが、実際は積み

ド公園をつなぎ東西に走る「ロンドン通り－アム

上げられたコンテナをイメージした外観のようで

ステルダム通り軸（Londenstraat - Amsterdam -

ある）。

straat axis）
」である。この2軸の交差地点近くに位

文化軸沿いにはレッドスターライン博物館（3．

置し、地区全体にとって象徴的な建造物となって

（3）参照）
、モンテヴィデオ倉庫群（同左）
、その

いるのがMAS（Museum aan de Stroom、オラン

他レストランやショップなどが立地し、歴史的・

ダ語で「川沿いの博物館」の意味）である。アン

文化的な役割以外にも、観光客や若者を惹きつけ

トワープ港湾公社も出資者となり2011年に開館し

るにぎわい創出の役割も担っている。一方、ロン

た市立博物館であり、10フロア、5,700m2のスペー

ドン通り－アムステルダム通り軸沿いには住居エ
リアを整備し、軸自体には歩道や自転車道を配し、
緑化を行い、将来的には中心市街地間とのトラム
が運行される計画である。一角にある高さ76mの
ロンドンタワーは、アントワープで最も高いビル
の一つとされ、
全119戸の住居は完売している（2010
年建造）
。
（3）主要な港湾関連施設
ここではいくつかの主要な港湾関連施設を紹介
する。

写真－3

ヘット・エイランチャ地区

①ウィレムドック・マリーナ；ヘット・エイラ
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【MASとボナパルトドック】

【荷役クレーン】

【ローツウェーゼン】

【ニューポートハウス】

写真－４

主な港湾関連施設

ンチャ地区の中心的機能を有するアウデ・ドッ

④レッドスターライン博物館；1873年〜1934年

クンエリアに位置し、ヘット・エイランチャ・

に200万人以上がヨーロッパ全土から新天地を

プロジェクトの最初の主要事業であった（2000

求めアメリカ及びカナダへ移住したが、その

年建造）
。約300隻の小型船を係留可能。長さ

多くがアントワープ港より船舶で移送された。

378m×幅198m×水深6m。

その際に使用された船社レッドスターライン

②ボナパルトドック；19世紀にウィレムドック

のターミナル（1894年建造）を改装し、多く

と共にナポレオン・ボナパルトにより整備さ

の移民に関する資料を展示する博物館である

れたドックであり、現在は歴史的に貴重なク

（2013年供用）。エリス島移民博物館（ニュー

レーン船、灯台船、バージ船などが展示され、

ヨ ー ク ） の 設 計 を 手 掛 け たBeyer Blinder

船舶博物館の機能を有するドックとなってい

Belle社が設計を行ったことでも知られてい

る。長さ217m×幅175m×水深6m。

る。

③荷役クレーン群；アントワープ港のクレーン

⑤モンテヴィデオ倉庫群；日光を遮断する造り

使用に関する最古の記録は1263年である。動

で低温確保が可能であったため乳製品、ハム、

力は何世紀もの間人力によっていたが、19世

コーヒー、紅茶などの港湾物資を保管するた

紀終わりからの急速な科学の発達により蒸気、

めに1895年に建造された倉庫群。現在は改装

油圧、そして電気へと変遷する。現在展示さ

工事中であり、将来的にレストラン、カフェ、

れている最古のクレーンは1884年製（人力、

オフィスなどが入居する予定。

吊上げ荷重15トン、アーム長9m）である。
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⑥ローツウェーゼン（Loodswezen）；1894年に

建造され2003年まで水先案内人管理事務所で

ンゲンの3都市であり、それぞれの都市が自らの取

あったが、現在はフランデレン地域政府マリ

り組みの中から得たウォーターフロント開発のノ

タイムアクセス部門（日本の国土交通省港湾

ウハウや経験を共有することで、各開発の有益性

局に概ね相当、フランデレン地域政府はベル

を高め、さらには両地域全体の連携を強化するこ

ギーの北部オランダ語地域を管轄する）等が

とを目的とし、2007年〜2011年にかけて実施され

使用している。荘厳な外観が有名な歴史的建

た取り組みである。なお、本ROIプロジェクトは、

造物。

その意義や経済的・社会的な共働性が認められ、

⑦ニューポートハウス；プリツカー受賞者でイ

EU補助事業（欧州地域開発基金からの支援事業）

ラク出身のイギリス人建築家ザハ・ハディッ

と 認 定 さ れ、 そ の 成 果 は「GUIDEBOOK FOR

ド氏（故人）により設計されたビルで、旧消

WATERFRONT DEVELOPMENT IN SMALL

防署を改築・増築しアントワープ港湾公社の

AND MEDIUM-SIZED CITIES.」というガイドブッ

庁舎として2016年9月に開館。

クとしてウェブ上で公表されている。
このガイドブックの中で8都市の開発は①魅力的

4．ROIプロジェクト

なウォーターフロント、②水計画、③責任分担、

ヨーロッパでいくつものウォーターフロント開

④リスクマネジメント、⑤海洋遺産、⑥持続可能

発が進んでいるが、中でも、本稿で紹介したアン

な交通という6つの側面から分析・研究され、いく

トワープの取り組みはベルギー・フランデレン地

つかの類似する優良要因が取り上げられる一方で、

域及びオランダの両国国境周辺に位置する8都市が

最終章（まとめ）において開発の成功に方程式は

連 携 し、中小 規 模 の 都 市 が 協 同 で 取 り 組 むROI

ないことにも言及されている。以下、抄訳を用い

（Revitalisation of Old Industrial ports）プロジェク

て紹介する。

トの文脈の中でも知られている。ROIプロジェクト

「（ウォーターフロント開発には）特定の成功要

の参加都市は、ベルギーからアントワープ、ゲント、

因があるように見られるが、それを正確に特定で

ハッセルト、ルーヴェン、オステンドの5都市、オ

きるシンプルな取り組みはほとんどない。結局は

ランダからルールモント、ティルブルフ、フリシ

それぞれのプロジェクトは唯一なのである。歴史、

図－4

ROI プロジェクト対象都市

図－5

ガイドブック表紙
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空間環境、地域政策は地域ごとに非常に特異的で

られている。一見当然の意見とも取れるが、
（アン

あり、単純に成功事例を他の地域に適用すること

トワープの歴史でも触れた通り）非常な “複雑性”

は勧められない。多くの変数、過程、関係者、予

を有する歴史・文化を背景とする地域の研究結果

期せぬ出来事、課題と機会、構造と文化などがベ

であることが説得力を増しているように感じる。

ルギー・フランデレン地域及びオランダのウォー
ターフロント開発の中で唯一共通していると考え
得る複雑性を創り出している。」
そして、この “複雑性” に対応するために以下
のアプローチが提案されている。

5．
さいごに
ある休日にヘット・エイランチャ地区をそぞろ
歩きした。あちこちで建物や道路などの工事が進
行中でありまだ再開発の途上であるが、来訪者た

「かつての産業港を復興しようとする場合、一組

ちは思い思いにウォーターフロントを楽しんでい

織が多くの計画を有し、順番に整備を行う順番待

る様子が印象的であった。ウォーターフロントに

ちアプローチ（order-seeking approach）は推薦で

は何かしらワクワクさせるものがあることを改め

きない。むしろ、予期せぬ問題、偶然の状況、限

て感じる。魅力あふれるみなとや、その資源を活

定的な合理性、あらゆるレベルの意思決定者の相

用した豊かなウォーターフロントが訪れる人々を

互作用と連携、投資家などの外部関係者の影響等

魅了することは近世でも現代でも変わらない事実

に対する視座を有し、複雑性を認識するというア

であろう。

プローチを提案する。このようなアプローチによ

日本にも多くの素晴らしいウォーターフロント

り、市当局や利害関係者は不確実性、予見不可能性、

があるが、一般社団法人ウォーターフロント協会

不明瞭な進展に対応できるはずである。」

を始めとする関係者皆様のこれまでのご尽力に敬

つまり、所属階層、住居エリア、年代などを横

意を表すると共に、それらやこれからのウォーター

断し、幅広く多様な価値観を有する人々の参画の

フロントが今後も発展し、ますます魅力あるもの

下でプロジェクトを進めることが望ましいと述べ

となることを祈願したい。
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