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サウスボストン地区再開発

１．サウスボストン地区の歴史と現況

ボストンにおいて、サウスボストンの重要性や

潜在力は、かねてより認識されてきた。サウスボ

ストンの居住地区は確立した歴史的な地区であ

る。サウスボストンのウォーターフロントは、19

世紀末に埋め立てられて以来、ボストン港の中心

であり、関連した海事産業や様々な産業の拠点で

あった。サウスボストンは、ボストン港及び他の

産業による利用により、ボストンやニューイング

ランド経済にとって非常に重要な要素かつ雇用の

創出源となった。サウスボストンのウォーターフ

ロントには、ボストンのダウンタウンに近接しな

がら、広大な未開発の土地がある。

サウスボストンは、歴史的に港湾、海事、倉庫、

その他の産業及び広大な鉄道ヤードとして利用され

てきた。ここ数十年にわたり、海事産業や様々な産

業による利用は、ボストン海事産業公園（Boston

Marine Industrial Park；BMIP）、コンリー・ターミ

ナル（Conley Terminal）、水産埠頭（Fish Pier）、ジ

レット社本社、運河保存エリア等に集約されてきた。

フォートポイント運河地区（Fort Point Cannel dis-

trict）の倉庫は、オフィス、軽工業及び芸術家たち

の空間として修復されてきた。また、輸送インフラ

や荷姿の変化により、サウスボストンの鉄道輸送の

大部分はトラック輸送に代替された。この結果、サ

ウスボストンの鉄道ヤードの大部分は撤去され、代

替的な用途（主に平面駐車場）に代わってしまった。

サウスボストン・ウォーターフロントは、面積

約1,400万平方フィートで、現在海運、工業、商業

及び居住地域として利用されている。加えて、広

大な駐車場や、CA/T（Central Artery / Tunnel

Project；中央幹線道路・トンネルプロジェクト）、

トランジットウェイ／シルバーライン（Transit

Way / Silver Line）、ボストン会議・展示センター

（BCEC; Boston Convention and Exhibition Center）

がこの地域のかなりの部分を占めている。ボスト

ン中心街、テッド・ウィリアムズ（Ted Williams）

トンネル、サウスボストン・ウォーターフロント

地区の駐車場、またこの地域において次々に展開

する開発プロジェクトなどによって、サウスボス

トンの交通量が増加している。高速道路と一般道

路のネットワークが未完成であること、多くの通

りが建設工事によって分断されているような交通

環境が、サウスボストン・ウォーターフロントと

既存の居住地区における混雑の要因になっている。

主要な輸送交通ネットワーク（truck connections）の

維持は、増加する交通混雑と次々と変わる建設工

事による（交通上の）制約に対する継続的な課題で

ある。既存の公共交通機関には、バスや水上交通

サービスが含まれており、様々な民間のシャトル

バスサービスがこれらのサービスを補完している。

図－1 サウスボストン地区再開発の概況

２．サウスボストン地区における輸送手段別計画

サウスボストン地区再開発においては、輸送手

段別（自動車、トラック、公共交通機関、駐車場、

歩行者、自転車）に目標が設定されている。

1）自動車

・居住近隣地区の通過交通量の最少化
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・サウスボストン内の交通運行を許容範囲内で

維持すること

・地方高速道路へ（から）の利便性の高いアクセ

スの提供

2）トラック

・既存の住居地区へのトラックの進入を禁止す

ること

・（トラックに対する）サウスボストン地区の海

事・産業エリア、地方高速道路システム及び

他の目的地へ（から）の利便性の高いアクセス

の提供

・指定されたトラックルートの保護

3）公共交通機関

・適切な公共交通機関の供給とサービスによ

り、一人乗り車両への依存を減少させること

・サウスボストン内と同様に、サウスボストン

と市内の他のエリアとのアクセスを改善する

こと

4）駐車場

・サウスボストン地区の駐車場の制約を説明

し、駐車需要との関連を分析すること

・サウスボストン・ウォーターフロントへの労

働者や訪問者による居住地区内の路上駐車を

防止する戦略を明らかにすること

5）歩行者

・歩行者を重視した回廊の開発の奨励

・歩行者の（それぞれの）目的地をリンクさせる

こと

・歩行用のルートや施設の質の改善

・全ての利用者（サウスボストン・ウォーター

フロント、居住近隣地区、ボストンのダウン

タウンの利用者等）を対象としたウォーター

フロントへの歩行者のためのアクセスの改善

6）自転車

・自転車専用道を建設し、サウスボストンの自

転車専用道と地域の自転車施設のリンクの機

会を特定すること

・代替的な輸送モードとしての自転車利用の奨

励方法を明らかにすること

３．住民参加プロセス

３．１　コミュニティ団体に対するミーティング

サウスボストン地区においては、コミュニティ

団体の目的や方針を実現するため、３種類のミー

ティング（居住者グループ・ミーティング、輸送

研究コミュニティ・ミーティング、トラックルー

ト・ミーティング）が開催されてきた。研究チー

ムは、居住者グループ・ミーティングを対象に、

数回のプレゼンテーションや議論を行った。輸送

研究コミュニティ・ミーティングについては、研

究の進捗状況について詳細に情報を更新し、サウ

スボストン・コミュニティのメンバーや他の投資

家の関心事項に焦点を当てた。トラックグルー

プ・ミーティングについては、サウスボストンの

トラック運送に関する関心事項をフィードバック

する研究チームを派遣した。また、研究チームは、

サウスボストンの輸送と開発に関連した数々のミ

ーティングにも参加した。

３．２　コミュニティ・ミーティング

ボストン市とマサチューセッツ港務局

（Massport；Massachusetts Port Authority）は、こ

れまでのところ連続して８回ものコミュニティ・ミ

ーティングを開催している。ミーティングの目的は

二つある。一つ目は、サウスボストン住民に対し、

調査の進捗状況について、コンスタントに最新情報

を提供すること、二つ目は、コミュニティからフィ

ードバックをしてもらうことである。また、研究チ

ームは、住民グループと市議会議長ジェームズ・ケ

リー氏のコミュニティ代表団体に対して、研究の位

置づけに関するプレゼンテーションを行っている。

３．３　サウスボストン・トラック・ミーティング

研究チームは、定期的にサウスボストン・トラ

ック・グループともミーティングを行っている。

マサチューセッツ港務局は、ボストン港湾公社

（TBHA）と共に、海事産業や製造業の代表に対し、

関心事項を表明する場としてのフォーラムの準備

のためにこのグループを招集した。
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表－1 住民参加プロセスのスケジュール

４．各エリアの現況と開発計画

４．１　はじめに

最近になり、ようやくこのエリアの長期的な特

性に影響を及ぼすような特定の利用が現れるとと

もに、より小規模の地区の観点からシーポート地

区について概念的に説明することが有効になって

きた。また、シーポート地区におけるボストン市

とマサチューセッツ港務局に所有される海浜工業

地域及びファン埠頭（Fan Pier）にある新しい裁判

所を除いた土地は、主に個人所有であることも留

意事項である。

サウスボストン地区は、フォートポイント歴史

地区、フォートポイント運河、フォートポイント

工業地区、インナーハーバー、ボストン会議展示

センター、エンハンスメントゾーン、産業港湾地

区、産業南ボストン地区の各エリアに大きく分け

られる。（図－１参照）以下に各エリアの現況と開

発計画について記述する。

４．２　フォートポイント歴史地区（Fort Point

Historic District）

フォートポイント歴史地区は、フォートポイン

ト運河（Fort Point Channel）の東端に沿っており、

このエリアは大規模で装飾されたレンガ倉庫群か

ら構成されている。これらの倉庫は、ボストン埠

頭会社（Boston Wharf Company）によって、19世

紀の終わりから20世紀の初めに建設され、時間を

かけながら改造され、現在は幅広い複合的な用途

で利用されている。このエリアは、98の産業用・

商業用・市民用のビルと5つの橋が含まれている

が、部分的に国の史跡（National Register of

Historic Places）に登録されることが決定している。

こういった倉庫群の多くは、建築家、エンジニ

ア、グラフィックデザイナー、写真家だけでなく、

トムソン金融サービス（Thomson Financial

Services）のような金融系企業の拠点にもなって

いる。また最近は、双方向メディア、ソフトウェ

ア、インターネット、ウェブ製作などを扱う多く

のコンピューター関連会社が立地している。この

地区には小さいながらも力強い居住性の面での核

があり、天井の高いレンガ造倉庫が生み出す空間

や雰囲気に引きつけられて、400人以上の芸術家

たちが、暮らし働いている。

コングレス・ストリート（Congress Street）にあ

る改装されたレンガ造と木造からなる倉庫群にあ

る子供博物館（the Children's Museum）のオープン

（1979年）により、フォートポイント運河には、力

強い文化・観光資源が現れた。なお、アメリカ郵

政公社（The U。S。 Postal Service）が、この地区

から隣接するインナーハーバー（Inner Harbor）地

区（サマー・ストリート（Summer Street）までの

サウスボストンバイパス道路の西端沿い）にかかる

広大な土地を所有している。

写真－1 フォートポイント歴史地区

４．３　フォートポイント運河（Fort Point

Channel）

フォートポイント運河は、ダウンタウンとサウ

スボストンの間にかかる橋と水面の重要性を踏ま

えながら、それ自体が一つの地区としてデザイン

されている。運河は架橋毎に水域が自然に区分さ

海外情報
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れており、これまでそれぞれが特徴をもって発達

してきた。ボストン市は最近、オールド・ノーザ

ン・アベニュー橋について、緩衝システムの緊急

修復を行いながら問題等を調査している。

写真－2 フォートポイント歴史地区

４．４　フォートポイント工業地区（Fort Point

Industrial）

このエリアには、ボストン市で最大の工業従業

員を持つジレット社（Gillette Corporation）本社が

立地している。ジレット社は、3交代で5,000人に

及ぶ従業員を雇用し、世界で最も多くのカミソリ

を生産している。またRCNもここに工場を持って

いる。郵政公社については、自動車修理施設（メ

ンテナンス）をより北側に移転し、既存の建物は

取り壊す見込みである。

４．５　インナーハーバー（Innner Harbor）

鉄道輸送が衰退するにつれ、それまで鉄道ヤー

ドとして使用されていた土地の多くは売却され、

ファン・ピア・ランド社（Fan Pier Land Company）、

マコート・ブロデリック合資会社（McCourt -

Broderic Limited Partnership）、アンソニー・アタ

ナス（Anthony Athanas）、マサチューセッツ港務

局、アメリカ郵政公社を含むわずか数社が所有す

る分割された広大な土地となった。この土地の大

部分は、金融地区への通勤者の平面駐車場として

使われているが、今もかつての状況は色濃く残っ

ている。

インナーハーバー地区は、金融地区とローガン

空港の両方に近接したロケーションと利便性か

ら、輸送能力の増大が見込まれており、新しい開

発の一番の焦点となっている。

写真－3 インナーハーバーの再開発

写真－4 高速道路の換気塔

近年、この地区では重要な開発が進捗している。

1986年に完成したワールド・トレード・センター

の会議やコンベンションの施設は、シーポート地

区へのビジネス訪問者の目玉となっている。国の

史跡目録に登録されている1914年建造のコモンウ

ェルス・ピア（Commonwealth Pier）ビルは、85万

平方フィートの広さに改修され、展示ホール、円

形劇場及び会議場に商業・業務スペースを含む最

先端の複合ビルとなった。ノーザン・アベニュー

（Northern Avenue）の向かい側には、ワールド・

トレード・センターコンプレックスの一部とし

て、いくつかの補完的な建物が開発されつつある。

1998年には、客室数427室のシーポートホテルが
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オープンした。また、1998年7月に着工したイー

ストオフィスビル（East Office Building）は、2000

年の夏にオープンする予定である。また、ウエス

トオフィスビル（West Office Building）について

は、現在計画段階にある。主なオフィスのテナン

トとしては、ジョン・ドゥルー社（John Drew）と

のJVでこの複合ビルを開発したフィデリティー・

インベストメント（Fidelity Investments）が含ま

れる見込みである。

新しい連邦裁判所は、1998年にファン埠頭にオ

ープンした。ここには裁判室、独房、（合衆国検事

事務局、連邦裁判所とともに）合衆国控訴裁判所

及び地方裁判所のための業務スペースなどが備え

られている。また、郵便局広場のマコーマック

（McCormack）ビルに入っていた施設がリプレー

スされる。

写真－5 ワールド・トレード・センター

写真－6 シーポートホテル

４．６　ボストン会議展示センター（The Boston

Convention and Exhibition Center：BCEC）

西側をホール・ロード（Haul Road）、北側をサ

マー・ストリート（Summer Street）、東側をディ

ー・ストリート（D Street）、南側をサイファ・ス

トリート（Cypher Street）で囲まれた区画は、シ

ーポートにおける幅広い関連した利用や活動を促

進する新しいボストン会議展示センター（BCEC）

が立地する場所である。BCECは60万平方フィー

トの展示ホールを含む170万平方フィートの施設

として計画されている。BCECによって、コンベ

ンションやビジネス会議市場におけるボストンの

競争力の維持が確かなものとなると見込まれてい

る。2003年のオープン時には、ボストンに年間50

万人の代表者を呼び込み、地元経済を支えるホテ

ル、レストラン、小売店やその他の業務施設にお

いて、会議の代表者や旅行者たちの直接的な消費

による利益が生み出されると見込まれている。コ

ンベンションセンターが、サマー・ストリートの

北側のエリアについて、新しいホテルの需要や関

連の旅行者及び宿泊の利用を生み出すことが期待

されている。

写真－7 ボストン展示会議センター

４．７　エンハンスメントゾーン（Enhancement

Zone）

エンハンスメントゾーンは、会議センターの東

側と南側に位置付けられている。会議センターに

ついては、サウスボストン・コミュニティへの潜

在的な悪影響を制限するために、エンターテイメ

海外情報
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ントの利用が禁じられることになる。エンハンス

メントゾーンは、エリアや用途を区分せず、例え

ばサウスボストンの住民のためのアフォーダブ

ル・ハウスも建設可能となるような変更と両立し

うるエリアである。

４．８　産業港湾（Industrial Port）地区

ボストンの海事産業の多くは、この地区を活動

の場としている。水深の深い海上アクセスがある

ことが、その理由の一つとして挙げられている。

具体的な産業としては、貨物のインターモーダル

輸送、水産物の荷揚げや加工、船舶修理サービス、

クルーズ産業が含まれる。港湾を支える様々な利

用は、港の背後地全体に広がっている。1996年に

BRAとマサチューセッツ港務局は、ボストン港経

済開発計画を策定した。この計画では、ボストン

の港湾産業を評価し、港湾産業の競争力を維持す

るための戦略を提案している。現在これらの戦略

が実行されつつあり、産業港湾地区についての土

地利用の提言や都市デザインコンセプトに関する

情報を提供している。

ボストンの海事産業の強さのバックボーンは、

この地区に大型で喫水の深いコンテナ船の需要に

対応したコンリー・ターミナル（Conley Terminal）

があることである。昨今策定された最適化プログ

ラムの下、マサチューセッツ港務局は、コンリ

ー・ターミナルにおける全コンテナ貨物のオペレ

ーションとチャールズタウン（Charlestown）・タ

ーミナルの全バルク貨物のオペレーションを集約

化した。このシフトにより、コンテナ上屋や配送

センターの拡充が必要となり、シーポート地区に

おける新たな国際貨物港積み替え施設の開発を促

すこととなっている。

ボストン市の海事産業団地（MIP）は、この地区

内に立地している。ボストン市は、4,000万ドルを

超えるMIPのインフラ改良費用を投資しており、

1兆5,000万ドルを超える民間投資を誘発した。今

日3,800人以上の雇用を抱える約200社の企業が

MIPに立地しており、食品加工、船舶修理、イン

テリアデザイン、印刷、回路基盤の組立、水産物

の荷捌き、一般倉庫、その他の様々な活動を行っ

ている。

４．９　産業南ボストン地区（Industrial South

Boston）

この広大な敷地は、港湾活動のための背後地や

一般的な産業用地として利用されている。マサチ

ューセッツ港務局からリースされたダイバーシフ

ァイド・パパス（Diversified Pappas）の土地、イ

ー・ストリート（E Street）沿いの様々な産業やト

ラック輸送用の混合利用地及びフェデックスの新

たな拠点などが含まれている。

この地区と産業港湾地区との南側の境界に沿っ

たエリアは、住宅利用と工業利用とが混在してお

り、近隣の工業の影響から居住者の資産を守るた

めの特別な措置が定められている。

５．サウスボストン地区におけるゾーニング規制

５．１　恒久的ゾーニング（Parmanent Zoning）

サウスボストン地区再開発を計画・実施するに

当たって、ゾーニングによって規定される開発に

関する規制の概要について以下に示す。

1）計画開発地域（Planned Development

Areas; PDA）の設置

ゾーニングコードには、計画開発地域（PDA）

の指定を含む多くの特別なオーバーレイ（overlay）

地区が含まれている。計画開発地域の指定は、プ

ロジェクトに係る影響と便益について、より包括

的にバランスを取ることができるという効果があ

る。計画開発地域は、プロジェクト開発に対して、

より大きな柔軟性と追加的な規制の両面を規定す

るものである。ボストン市は、計画開発地域指定

を活用することにより、より手の届きやすいアフ

ォーダブル・ハウスの供給や公共改良工事など特

定エリアに関する公共政策目標を大幅に達成でき

ると考えている。

2）建築物の高さと密度

新たな開発においては、ゾーニングによって許

容高さと許容床面積比率が規定されることによ

り、新しいシーポート地区の都市の特性とそこで

の人々が経験できることが大きく決定される。
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3）利用上の要件

エリアの特徴は、そこで見られる用途の種類に

よって大部分が決定される。ゾーニングは、どの

用途を許可するか、条件付き許可とするか、また

は禁止とするか指定することができる。さらには、

特定の用途に対する優先権の設定や、埠頭のよう

な特定のエリアにおける用途制限などの微調整を

行うことも可能である。またゾーニングは、水域

依存または水域関連の用途の提供へ対応すること

や、建物の地上階の何％かを一般市民をひきつけ

る施設に割り当てるように要求することも可能で

ある。

4）通りに面した壁の連続性、高さ、セットバ

ックに係る要件

これらの特定のデザインに関する要件は、街路

の重要性の強化や、高い建物から受ける影響の緩

和に役立つ。街路に面した壁が連続することによ

り、その壁を強化するために、提案された建物と

当該ブロックの既存の建物との配列をどのように

調整すべきかという問題を解決することができ

る。街路に面する壁の高さは、歩道の端を歩く歩

行者から見たビルの壁の高さとし、この高さより

高い建物については、セットバックすることが求

められる。

5）オープンスペース

民間の開発区画に対して規定されるオープンス

ペースの量とタイプにより、一般市民の新しい開

発プロジェクトに対する関心や歓迎の度合いは大

幅に増す。ゾーニングは、パブリックアクセスに

関する要求と同様にオープンスペースに充てるた

めの区画エリアの割合を指定することができる。

6）アフォーダブル・ハウスに係る要件

ゾーニングは、アフォーダブル・ハウスの実現

のための現場における仕組み、あるいは現場外に

おける仕組みを包含している。

7）ハーバーウォーク

ウォーターフロント地区におけるゾーニングで

は、海岸線あるいは埠頭の端や側面からセットバッ

クについて指定する。これはハーバーウォークとし

て知られているウォーターフロントの市の歩行者用

歩道に対応するためである。ディベロッパーは、こ

のエリアを公的な利用に提供するだけでなく、市の

ハーバーウォークの基準に従ってデザインしなけれ

ばならない。この基準には、照明、ベンチ、サイン、

植栽及び器具などが含まれている。

8）デザインに関するガイドライン

ゾーニングには、通常当該地区のデザイン上の

意図を表現する一連の都市デザインに関するガイ

ドラインが含まれている。例えば、多くのハーバ

ーパーク地区では、通常建物の構成要素は水際に

向かって高さを低くしていくべきとされている。

デザインのガイドラインは、具体的なデザインの

必須条件に加えられるものである。

9）干潟における要件

州政府の航路規制に従ったプロジェクトについ

て、そのプロジェクトが既存の公共目的を果たし

ていること、また干潟における公共権利に悪影響

を与えていないことを明言した文書をBRAは提出

しなければならない。ゾーニングでは、BRAのプ

ロジェクトに対する判断基準を設けており、これ

が決定のためのガイダンスとなっている。ウォー

ターフロントやオープンスペースへのパブリック

アクセス、アフォーダブル・ハウス、水域輸送施

設、埋立地や浮体式構造物における認可に関する

基準が定められている。

10）駐車場

ゾーニングにおいては、どこに駐車場を配置す

るか（例えば地下）といった駐車に関する必要条件

を定めている。また、駐車台数を制限することも

可能である。

５．２　暫定ゾーニング（Interim Zoning）

サウスボストン地区再開発を計画・実施するに

当たって、ボストン市が一時的に規制内容を設定

する暫定ゾーニングについて、その概要を以下に

示す。

現在シーポート地区の大部分は、ゾーニング委

員会以前に採用されたものや、ペンディングにな

ったままの暫定ゾーニングとして規制されてい

る。これらの暫定的なルールは、オーバーレイ地

区における暫定計画（Interim Planning Overlay

District; IPOD）として知られており、この計画や

海外情報
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サウスボストン地区再開発

新しいゾーニングの検討段階において、当該地区

を不適切な土地利用から守るために導入されるも

のである。IPODは、総合的な計画や再ゾーニン

グ・プロセスが進行中の間、当該地区に対して一

時的なゾーニング規制を設定する。1997年12月に

ゾーニング委員会は、サイファ・ストリートとデ

ィー・ストリートに沿った会議展示センターの南

側と東側の地区（現在機能強化ゾーンに位置付け

られているエリア）について、IPODを導入した。

1998年2月には、BRA理事会は、ゾーニング委員

会が審議中の海事産業公園（Marine Industrial

Park）の西側と南側について提案されたIPODを承

認した。

IPODは、シーポート地区の既存のゾーニング

に重ねられる。既存のゾーニングは、IPODの適

用期間に作成される計画に基づく新しいゾーニン

グ規制に切り替えられることになる。このシーポ

ート地区のベースにあるゾーニングは、様々な地

区の混合から成り立っている。この中には、1965

年版のゾーニングコードから始まった地区や、ウ

ォーターフロントに関する市のハーバーパーク・

プログラム（Harbor Park Program）や市の近隣地

区の再ゾーニングの一部に組み込まれた地区など

が含まれる。BRA理事会によるシーポート計画の

審査と承認が完了した上で、シーポート計画の中

でゾーニングについて提案された内容を体系化し

ながら、ボストン市のゾーニングコードの修正が

取りまとめられることになる。このようなゾーニ

ングの修正にあたっては、公聴会やBRA理事会及

びボストンゾーニング委員会の両者による承認が

必要とされる。そこで承認されれば、シーポート

地区の暫定的なゾーニングや既存のゾーニング

は、新しい恒久的なゾーニングに切り替えられる

ことになる。
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