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海外情報

１．組織の概要
トロントにおけるウォーターフロントの再開発

は、トロントが世界の中で最も素晴らしい生活、

就業、訪問の場でありつづけるための絶好の取り

組みになると言えよう。

2000年３月に公表されたトロント・ウォーター

フロント再開発作業部会の報告を受け、カナダ政

府、オンタリオ州及びトロント市は、ウォーター

フロント再生を監督・リードすることを目的とした

トロント・ウォーターフロント再開発公社（Toronto

Waterfront Revitalization Corporation；以下

TWRCとする）の設立を支援することを共同で発

表した。

ロンドン、ニューヨーク及びバルセロナのよう

なウォーターフロント・プロジェクトの成功事例

の開発段階においても見られるように、ウォータ

ーフロント再開発の実現のためには、総合戦略の

調整・監督役を大きく委任された独立した法人が

不可欠なのである。

１）使命（Mission）

トロント市、オンタリオ、カナダの住民が活用

し、楽しめるようにウォーターフロントを再開発

することは、経済成長の促進や世界的な再認知に

結びつく。

２）ビジョン（Vision）

地域社会、市民、民間企業と共に活動すること

により、ウォーターフロントにおいて公園、公共

空間、文化施設、多様性があり持続可能な商業空

間や居住空間を創造することができるだろう。

３）ガバナンス（Governance）

TWRCは、カナダ政府、オンタリオ州、トロント

市から指名された10名の役員により組織される。

４）企業理念（Overall Corporate Objectives）

・居住者や訪問者に対し、質の高い生活を提供す

る身近で新しいウォーターフロント・コミュニ

ティを開発する。

・ポートランド地区に革新的産業または知識集約

型産業を誘致する。

・地域社会に対し、再開発の積極的パートナーで

あることを約束する。

・民間投資を誘致するための戦略的パートナーシ

ップを構築する。

２．開発における基本方針

２－１　湖へのアクセス（Access to the Lake）

ウォーターフロントは、あらゆる住民にとって

非常に大きな公共資源である。いずれの再開発プ

ロジェクトにおいても、ウォーターフロントへの

パブリックアクセスの維持と拡張は、最も重要か

つ優先すべき事業である。例えば、水際線沿いに

おいては、端から端まで連続した緑地を設けなけ

ればならない。再開発事業により、湖に面した公

園や娯楽・文化イベントスペースが整備され、湖

自体の美しさや壮大さを体験することができるよ

うになれば、より多くの人々をウォーターフロン

トにひきつけることができるだろう。

２－２　公園及びオープンスペース（Parks and

Open Spaces）

再開発事業により、新たに面積約500エーカー

の公園とオープンスペースが整備される予定であ

る。また、トロント市は独自に居住者や来訪者の

ための緑地を整備する予定である。これらの計画

においては、プレジャーボートやコミュニティ、

文化、娯楽施設などを含む幅広い施設の整備が認

められている。有名なバンクーバーのスタンレー

公園に匹敵するようなオンタリオ湖公園（面積250

エーカー）においては、チェリービーチ（Cherry

Beach）からアッシュブリッジ湾（Ashbridges

Bay）までの拡張部分における新しい公園とオー

プンスペースが整備される予定である。
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２－３　住宅（Housing）

トロント市の人口は、次の30年で約100万人増

加すると見込まれている。広大な未開発用地を抱

えるウォーターフロントは、この人口増に対応し

た土地を提供することが可能である。TWRCの開

発計画では、複合利用コミュニティとして位置付

けられたエリアに、賃貸住宅を含むアフォーダブ

ル・ハウス（ただし、住宅補助金を含まない）を

大量に整備し、新たに４万世帯以上の住居を供給

する予定である。

新たな住宅開発地区は、水際線への近接性が確

保され、既存の公園や新しい公園、レクリエーシ

ョン・オープンスペース、遊歩道・サイクリング

ルートなどが整備されることにより、居住・労働

の両面において、魅力的なエリアとなるであろう。

２－４　公共交通機関（Public Transit）

新しいウォーターフロント開発地区について

は、第一次輸送モードとして公共交通機関が計画

される予定であり、開発計画とビジネス戦略では

その整備コストは約８億加ドルと見込まれてい

る。この拠出の内訳としては、ハーバーフロント

LRTやトランジット・レイク・ショア（ Transit

Lake Shore）ルートの延長などのプロジェクトの

支援が挙げられる。

２－５　都市計画・デザインの優秀さ（Excell-

ence in Urban Planning and Design）

TWRCの開発計画においては、トロント市の第

２次ウォーターフロント中央計画（Centra l

Waterfront Secondary Plan）と協調しながら、

シップ運河（Ship Channel）、エキシビション・

プレイス／オンタリオ・プレイス（Exhibition

Place / Ontario Place）、コロネーション・パーク

（Coronation Park）、フォート・ヨーク（Fort

York）といった既存のウォーターフロントのラン

ドマークの強化に取り組んでいる。通り、オープ

ンスペース、公共・民間の建築物などのデザイン

は、あらゆる人々にとって、アクセス条件が良好

で、ウォーターフロント地区が美しく、快適な空

間となるような高水準に計画されている。

並はずれて優れたデザインが、国際的な都市開

発を先導する新しい世代の特徴として定義づけら

れていることを考慮すれば、デザインの優秀さの

重視が不可欠であること間違いない。

再開発地区においてデザインの質を高めるため

のテクニックは下記の通りである。

・公共的なプロジェクトについて、開かれたデザ

イン・コンペによる審査

・少人数の指名コンペ

・専門家の評価による2段階（財政面、デザイン

面）のディベロッパー・コンペ

２－６　市民による管理

初期のウォーターフロント再開発（埋立の初期

を含む）においては、多くの場合、パブリック・

インボルブメントや総合計画と関連せずに進めら

れた。ハーバー・キャッスル・ホテルやハーバー

フロント開発については、トロント市民からの批

判を経験しながらも成功した事例と言える。

ウォーターフロント再開発の基本は、土地のポ

テンシャルのき損や、中心市街地との分断といっ

た問題に対処することであり、TWRCの開発計画

の中心となっている。

開発計画とビジネス戦略における先導的取り組

みに含まれているのは、高架のガーディナー高速

道路への対処、水際線へつながる公共通路のアク

セスの改善、水際の公園、広場、埠頭などの整備

などである。

３．まちづくりにおける市民参加
TWRCは、市民との効果的な双方向のコミュニ

ケーションが、ウォーターフロント再開発の成功

の鍵になると考えている。ウォーターフロントの

将来への過大な関心や期待はもはや時代遅れとな

る一方、最近の協議においては、市民からウォー

ターフロント計画に対して多様な知識、アイデア、

視野などが示されている。ウォーターフロント再

開発計画に関しても説明責任や透明性が求められ

ており、市民との協議や市民参加プログラムは標

準的なものになっている。
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１）協議の方法

・市民向けワークショップ・会議

・投資家を対象とした円卓会議や説明会

・ウェブサイト

・年次総会

２）コミュニケーション

・協議に焦点をあてた定期的なニュースレター

・印刷物、電子データ（インターネット上の情報）

・経過報告（書）

・既存のコミュニケーション・ネットワークとの

連携

・展示

４．財務計画
財務計画では30年間を対象期間とし、ウォータ

ーフロント再開発事業について財政面及び経済面

の分析がされた。TWRCでは、１～５年目につい

ては事業拡張を目途とし、各関係政府（市、州、

国）に対し、それぞれ同額で年間１億加ドル、５

年計15億加ドルの財政支援の承認を求めている。

開発計画は策定された財務計画をベースにして

おり、財務計画における試算項目は下記の通りで

ある。

・用地回収、土地改良及びインフラ開発への投資

・改良された土地や民間ディベロッパーに分配さ

れる土地の売却やリースによる（将来的な）収入

・ウォーターフロント再開発事業実施のための資

金として認められた15億加ドルとそれに追加さ

れる資金

・ウォーターフロント再開発事業の実施を通じて

発生する経済活動

財務分析の期間は30年間としており、プロジェ

クト（Gardiner高速道路の改修事業を除く）への

投資額は約43億加ドルと見積もられている。現段

階で定義されている歳入の根拠は、カナダ政府に

承認された15億加ドルと土地の売却またはリース
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段階１ 段階２ 段階３
合　計0～5年目 6～10年目 11年目以上

環境
ドン川 74 0 0 74
水質 44 110 176 330
土壌浄化 154 56 88 298
総合エネルギー 50 0 0 50

都市整備　
輸送機関 213 379 208 800
道路 190 0 0 190

公共スペース
改良・特別事業 25 112 0 137
公園 212 182 128 522

周辺開発
周辺計画・事業開始 16 0 0 16
ポートランド 275 206 320 801
西ドンランド 24 54 11 89
東ベイフロント 57 35 22 114
展示場 104 35 9 148

用地取得・事業中断 428 150 85 663
総合開発 80 26 12 118

合　　　　計 1,946 1,345 1,059 4,350

表－１　開発段階ごとの歳出の見積額

注）ただし、単位は百万加ドル。
総合開発とは、用地改良、洪水コントロール、海岸護岸の整備などを指す。



から得られる17億加ドルである。またTWRCは、

土地の価値を一層向上させ、土地のマネージメン

ト・プロセスを開発し、実質的に30年間で12億加

ドルの追加的な資金調達を確実なものとするた

め、関係政府（市、州、国）と共に取り組む方針

である。

表－２はこのプロジェクトから政府が得る歳入

を示している。表－２に示したデータは、1ドル

投資するごとに政府（カナダ政府、オンタリオ州、

トロント市）は、約2.92ドルの歳入を得ることを

示している。更に内部収益率（IRR）を用いて分

析すると、政府は投資について13.7％のIRRを得

ている。

表－２における政府投資には、TWRCに移転し

た公有地の価格は含まない。（TWRCは公有地に

価格をつけないこともあるため。）公有地の価格

も分析に考慮すれば、土壌浄化など高いインフラ

整備コストを考慮しなければならないため、

TWRCはその分析結果は重大な影響力を持たない

と考えている。

５．雇用効果
雇用効果については、下記の通りである。（表－

３参照）

・建築物整備関連の総雇用数は129,000人年。うち

直接雇用：約67,000人年、間接雇用及び関連の

雇用：63,000人年。

・インフラ整備関連の総雇用数は65,000人年。う

ち初期の建設現場における直接雇用：31,000人

年、間接雇用及び関連の雇用：34,000人年。

・建設後に発生する総雇用数は30,000件以上。う

ち直接的な職は17,370件、間接的な職・関連し

た職は12,800件。

（a）直接的（Direct）効果：

プロジェクトにより発生する影響

（b）間接的（Indirect）効果：

プロジェクト参加者への供給者により発生する

影響

（c）誘発的（Induced）効果：

直接的・間接的効果で発生した収入を再利用す

ることにより発生する効果

（d）建築物部分（Building Component）

住居用・商業用ビルを建築する際に、予想され

ている資源の利用による影響。例えば、建築主に

対し、開発した土地を売却・リースすること。

（e）インフラ部分（Infrastructure Component）

TWRCがインフラやパブリックスペースを集

合、改良、建設する際に、予想されている資源の

利用による影響。TWRCが整備しないパブリック

スペースの一部（学校、デイケアセンター、図書

館、救急ステーション、消防署）は除く。

（f）建設後（End State）

2003年から2035年まであるいはそれ以降、事業

用土地として期待される公的・住居用・商業用の

混合利用による影響。

【参考文献】

Toronto Waterfront Revitalization Corporation（2004）：　

Corporate Background, http://www.towaterfront.ca/

Toronto Waterfront Revitalization Corporation（2002）：

The Development Plan and Business Strategy for the

Revitalization of the Toronto Waterfront
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寄付協定 1,214
追加的資金要請 1,085
公有地 0

政府投資合計（a） 2,299
建築物部分 1,233
インフラ部分 690
建築終了後 4,800

政府歳入合計（b） 6,723
割合（b/a） 2.92

表－２　政府の直接投資とプロジェクトからの歳入

注）ただし、単位は百万加ドル。

直接的 間接的 誘発的 合計
建築物部分 67,000 28,000 35,000 129,000
インフラ部分 31,000 16,000 18,000 65,000
建設後 17,370 4,630 8,170 30,170

表－３　事業による直接的・間接的・誘発的雇用効果

注）ただし、単位は人・年。



１．開発全体の概要
TWRCにとって2004～2005年（会計年度）は、

非常に重要な意味を持つ年になる。具体的には、

TWRCの中心的ビジネスが、計画策定や小規模の

プロジェクトマネージメントから、新しい持続可

能かつ多様な総合的開発へ大きく展開する年にな

るということである。

新しいウォーターフロント地区（ウエスト・ド

ンランド地区（West Don Lands）、イースト・ベ

イフロント地区（East Bayfront）及びコミッシ

ョナーズ公園（Commissioners Park））の詳細計

画はほぼ完成している。なお、それぞれの計画は

TWRC の政策の中で次の５年間においてプライ

オリティ付けされているが、関係政府（市、州、

国）に対して予算要求を行っている。大規模な公

園、レクリエーション施設、水辺の訪問先、新し

く緑豊かで誰にでも手の届くダウンタウン・コミ

ュニティなど、市民が期待するような再開発の実

現に向け、TWRCの準備は整った。

ウエスト・ドンランド地区、イースト・ベイフ

ロント地区については、実際に５年以内に生活を

始めることができる予定である。具体的には、公

園、保育施設、レクリエーションセンターといっ

た公共施設、地場の小売店、公共交通機関へのア

クセスなどを兼ね備えた（単なる開発エリアでは

なく）新しい居住地での生活である。

２．エキシビション・プレイス／オンタリオ／
プレイス地区（Exhibition Place Ontario
Place District）（優先開発エリア１）

エキシビション・プレイスとオンタリオ・プレ

イス地区は面積270エーカーを占め、TWRCの4つ

の優先開発エリアの中で一番初めに位置付けられ

ている。この地区は、新しい複合的利用を目指し

た開発と世界的に知られた娯楽・文化施設群が導

入されるなど、都市の構成要素がより良く集約化

されることにより、かつての未利用地が多い孤立

した地区から、トロントの中でも最も活気があり、

ダイナミックな地区に変容した。国立貿易センタ
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図－１　トロント南部再開発地区の主要部分

写真－１　国立貿易センターの内部

写真－２　コロネーションパーク



ーは拡張され、新たにトレード・マートが開発さ

れることになっている。

当地区は年間を通じて活動できる施設が追加さ

れることによって魅力が高まる。実際に（コペン

ハーゲンのチボリ公園を参考にした）多様性と驚

きと明るさに溢れるガーデン・セットの区画内

に、新しい様々な活動に対応した建物が入居して

いる。CNE、モルソン・インディ（Molson Indy）、

カーニバル・パレードといった既存のイベントに

加え、主要な冬季のイベント、国際アート＆クラ

フトショウ、さらに夏季のミュージックフェステ

ィバルといった新しいイベントについても、開催

場所が提供できるようになった。

３．イースト・ベイフロント地区（The East
Bayfront）（優先開発エリア２）

イースト・ベイフロント地区は面積90エーカー

と、ロンドンのカナリー・ワーフ（Canary Wharf）

やニューヨークのバッテリーパークと同程度の広

さを有し、鉄道の南側かつジャーヴィス・ストリ

ート（Jarvis Street）と新たに自然化されたドン

川に囲まれたエリアである。開発計画では、質の

高い公共空間、プロムナードやガーデン、公共サ

ービス及び湖や都市を望める商業・居住複合ビル

などから構成される複合利用エリアとしての再開

発を予定している。ガーディナー高速道路の改修

が承認されれば、この新しいコミュニティの質的

価値を高める大きな利益となる。

開発の第１フェーズは、2005年秋にシェボン・

ストリート（Sherbourne Street）の端からスタ

ートすることになっている。

〈イースト・ベイフロント地区計画の主要要素〉

・延長３キロに及ぶ連続した公共アクセス可能な

ウォーターフロント

・1,400戸の賃貸アフォーダブル・ハウス

・5,700戸の分譲住宅

・水際線に沿った低層型開発（４階）

・面積100万平方フィートに及ぶ商業スペース

・水際に沿った面積２エーカーのシェボン公園

・水域での活動を通じたパーラメント・ストリー

ト・スリップ（Parliament Street slip）の活性化

・パーラメント・ストリート東端水際線の自然化

〈５ヶ年計画〉

・シェボン公園竣工：2006年秋

・アフォーダブル・ハウス（300戸分）入居開

始：2008年春

・分譲住宅（1,200戸分）入居開始：2008年春

・コミュニティのレクリエーション・集会施設竣

工：2008年春

・ジャーヴィス～パーラメント間の水際線整備竣

工：2009年

４．ウエスト・ドンランド地区（The West
Donlands）（優先開発エリア３）

ウエスト・ドンランド地区は、面積80エーカー

で、その大部分は州政府が所有しているが、新しい

複合利用コミュニティの創造が求められている。

グッダーハム・ウォーツ（Gooderham & Worts）

エリアとドン川の間に位置するこの地区には、川
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写真－３　イースト・ベイフロント地区の現況

図－2 イースト・ベイフロント地区の計画イメージ図



までのアクセスとなる新しい公園や、地区公園、

さらにフロント・ストリート（Front Street）の

北側に沿って、地域のメインストリートとなるプ

ロムナードが計画されている。この地区において

は、旧来の通りや街区の中に、住宅・アパートと

共に公共施設や商業ビルを含む多様な建築物が建

ち並ぶことが想定されている。

〈デザイン要素〉

ウエスト・ドンランド地区計画において提案さ

れた主要なものは以下の通りである。

・公園及び公共スペース：23エーカー（ドン・リ

バーに隣接する17エーカーの公園を含む）

・賃貸向けアフォーダブル・ハウス：1,300戸

・様々な家族構成や所得層に対応した住宅（追加）

：5,200戸

・居住エリアと商業エリアの複合的な利用

・周囲のコミュニティ（ディスティラリ、セン

ト・ローレンス、コークタウン）の特徴を反映

した建築物のデザイン

・全居住地区における徒歩10分圏内の公共交通機関

・地区をカバーし、周辺の市とつながる自動車専

用道

・キング通りの路面バスとポートランドを結ぶ交

通機関

・イースト・ベイフロントからトリニティ・スト

リート延伸部分を結ぶ歩道

・オフィス及び商業スペース：100万平方フィート

・中心市街地に対する洪水防止対策

〈開発〉

賃貸向けアフォーダブル・ハウスとともに、緑

化や省エネビルなどの建設を含む持続可能な開発

は、TWRCによる開発第１フェーズにおける最優

先事項である。

早期に事業を開始するためにも、提案されたウ

エスト・ドンランド地区計画はトロント市に承認

され、ドン川下流洪水対策の環境アセスメントは

完了させる必要がある。

また、開発規制も工事開始前に制定される必要

がある。TWRCとトロント市は、高さ制限、デザ

インや持続可能な基準の順守に加え、インフラ、

アフォーダブル・ハウス及びコミュニティ・サー

ビスに対するディベロッパーの適切な貢献などを

可能とする仕組みづくりについて検討している。

TWRCは2003年12月にウエスト・ドンランド地

区計画を制定した。提案された計画は2004年６月

にトロント市に公式に提出された。

〈公聴会〉

公聴会は、地区計画の検討過程において不可欠

である。TWRCは、コミュニティへの情報提供と

それに対する反応を得るために、利害関係者会議

（計３回）と市民フォーラム（計３回）を開催した。

５．ポートランド（The Portlands）（優先開発
地区４）

ポートランドは、一般的な意味で広大なエリア

で、主要再開発地区の一つに位置付けられている

が、細分化された地区が集まったエリアとして知

られている。それぞれの地区はそれぞれ特徴があ

り、学校やその他のコミュニティ施設を持ってい
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写真－４ ウエスト・ドンランド地区の現況

図－３　ウエスト・ドンランド地区の計画イメージ図
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る。ここには、創造と技術革新のエリアとしての

ポートランド地区、シップ運河（Ship Channel）、

オンタリオ湖公園（Lake Ontario Park）エリア

が含まれている。イースト・ハーバー（East

Harbour）のような地区には、ユニークな特徴と

して、都市内を流れる水路の見事な眺望や、前景

の港の方角には、その縁部に沿って直線的に伸び

る大きな公園などがある。

〈ポートランドにおける実施計画〉

１）機会

ポートランドは面積約400haで、キーティング運

河（Keating Channel）・ドン川（Don River）を境界

とし、北側にレイクショア・ブルバード（Lakeshore

Boulevard）、西側にトロント・インナーハーバー、

東側にアッシュブリッジ湾（Ashbridges Bay）、

南側にはオンタリオ湖とトミー・トンプソン公園

がある。

ポートランドの大半は公有地で、ウォーターフ

ロントへのアクセスが優れているとともに、ダウ

ンタウンまで徒歩20分と至近である。この広大で

未活用のエリアは、ウォーターフロント再開発い

う点において、前例のない機会を与えるものであ

ると言える。ポートランドの再開発は、歴史的に

見ると、細分化された土地規制、土壌浄化に係る

コスト負担及びインフラやビジネス拠点の移転な

どの試みなどによって阻まれてきた。今日まで

TWRCとトロント市は、ポートランドにおけるウ

ォーターフロント将来計画について、活力があり

複合利用が可能なコミュニティを想定した全体的

なビジョンを打ち出してきた。

２）目標

ポートランドにおける実施計画の目標は、ポー

トランド再開発のための明快かつ現実的な戦略の

策定である。計画は緑化や持続可能性のあるコミ

ュニティへの到達を示すロードマップとなる。ま

た、これまでに完了している事業へのてこ入れや、

将来的に開催される様々なイベントにも十分に対

応しうるような体系化された（デザイン、商業開

発、環境向上などによる）土地の価値向上の方法

を示すものとなる。特に、必要性、定義、土地利

用、公共スペース、公園間のつながり、インフラ

整備、開発、段階的実施、投資の対価などについ

て、再確認やあり方を示すものとなる。

３）成果

この実施計画では以下の項目について取り組む。

・地区の境界と配置

・最終的な／暫定の土地利用とリース

・移転とミチゲーション

・土地構造

・インフラ整備と開発に関する段階計画

・公園と公共スペースのつながり

・輸送ネットワークの構築

・レクリエーションと水際線利用

・主たるサービス

・土壌改良戦略

・エネルギー戦略

・持続可能性

写真－５　ポートランド地区の現況

写真－６　ポートランド地区北側運河
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４）プロセス

ポートランドにおける実施計画は３つのフェー

ズに分けて検討される。第１フェーズでは、分析

と現状に関する詳細な情報の収集と最新のイニシ

アティブや提案のレビューを行う。第２フェーズ

では、異なる大規模な計画のシナリオの検討や、

それぞれのシナリオの間に内在する矛盾点に関す

る合意形成を行いながら、様々な代替案やオプシ

ョンを探る。第３フェーズでは、好ましいシナリ

オを精査する。最終的にはこのプロセスにより、

トロント・ウォーターフロント・セカンダリー・

プラン（Toronto Waterfront Secondary Plan）

が定める正式な地区計画プロセスのための枠組み

が決定される。

５）公聴会

市民や利害関係者との協議は、計画策定におい

て不可欠なものである。コンサルタントチームは、

ポートランドの様々な活用や魅力を示しながら、

主たる利害関係者に対するインタビューや会議を

通じて情報を得ていく。2003年11月に先行して開

催されたタウンホール・ミーティングに加え、

TWRCは2004年２月と４月に１回ずつ公聴会を開

催した。そこでは、技術的な報告を受けるととも

に、（TWRC、トロント市及びウォーターフロン

ト関連機関の代表者から構成される）ポートラン

ド実施計画ステアリング・コミッティ（Steering

Committee）に対する経過報告が行われた。

６．その他の最新プロジェクト（Current Projects）

６－１ チェリー海岸（Cherry Beach）改修事業

H14年度予算：120万加ドル

合計予算 ：150万加ドル

〈事業の目的〉

チェリー海岸の美化や使い勝手の改善は、より

多くの人々を海岸、そしてポートランドに引きつ

けるものである。この改修事業は、水際線の公共

空間改善の良い事例になる。

〈事業内容〉

改修事業には以下が含まれる。

・駐車場の入口看板、排水溝及び舗装面の改修

・新しい造園や公園遊具

・イースタン・ギャップ（Eastern Gap）までの

遊歩道のアクセスの改善

・更衣室やトイレの改修

・街灯の改修

・ライフセービングセンターの改修

なお、これらの改修は当該地区の土壌や地下水

などの環境状態を考慮しながら実施される。

６－２ フロント・ストリートの拡張及び立体交差

（Front Street Extension and Interchange）

事業主体 ：トロント市

H14年度予算：5,000万加ドル

合計予算 ：２億4,460万加ドル

〈事業の目的〉

フロント・ストリートの拡張により、トロント

市中心部への直接的なルートがより強化され、ウ

ォーターフロント中心部の道路ネットワークは変

化する。またこの事業により、現状の輸送ネット

ワークの改修に加え、ランプの移動や再配置を含む

ガーディナー・レイクショア・コリドー（Gardiner

Lakeshore Corridor）の事業に対する将来的な優

先度が高まる。

６－３　ガーディナー高速道路（Gardiner Expressway）

H14年度予算：75万加ドル

合計予算 ：2,000万加ドル

〈事業の目的〉

ガーディナーに関する調査・研究を整合性のあ

るレベルまで達成させることができれば、TWRC

は政府に対して同コリドーの将来計画を提案する

ことができる。

またこの調査・研究では、技術面の研究や交通

モデルの検討に加え、同事業に対する議論を促す

ために、その成果を実際に住民や各株主に対して

プレゼンテーションを行うことになっている。

〈事業内容〉

TWRCはトロント市と協同で、数年に渡り、ガ

ーディナー高速道路の高架化の代替案について実

質的な調査・検討作業を行ってきた。この作業は

完全に終わったわけではないが、十分に進捗して



おり、その成果の中には、トロント大学によるミ

クロのシミュレーションモデルを利用した交通分

析も含まれている。なお、ガーディナー高速道路

を単に維持する、もしくは改良することのみを検

討した詳細研究はすでに完了している。

６－４ ミミコ／ポート・ユニオン・リニア・ウォ

ーターフロント・プロジェクト（Mimico

and Port Union Linear Waterfront Project）

事業主体 ：トロント・地域保全公社

（Toronto and Region 

Conservation Authority）

H14年度予算：500万加ドル

合計予算 ：2,500万加ドル

〈事業の目的〉

ポートユニオンとミミコの両事業において、ト

ロント・ウォーターフロントの中心部における再

開発の効果が期待される。それぞれのプロジェク

トは、直線的な形状で、ウォーターフロント中心

部と結ばれる遊歩道の主要部分を完成させるもの

となる。これらの大幅な改良により、トロント・

ウォーターフロントの全体的な多様化や充実が図

られ、ウォーターフロントへの集客力がより高ま

ることが期待されている。

６－５ ハーバーフロント（Harbourfront）

事業主体 ：ハーバーフロント・センター

（Harbourfront Centre）

H14年度予算：900万加ドル

合計予算 ：1,250万加ドル

理事会での審議において、2003～2004年度予算

に当プロジェクトの一部が含まれることが決定し

た（次年度への繰り越しを含む）。なお、2003～

2004年度予算としては900万加ドル、次年度はさ

らに350万加ドルが見込まれている。

６－６　ユニオン駅地下鉄プラットフォームの拡張

（Union Station Subway Platform Expansion）

事業主体 ：トロント輸送委員会（Toronto

Transit Commission; TTC）

H14年度予算：120万加ドル

合計予算 ：8,000万加ドル

〈事業の目的〉

本事業の目的は、ユニオン地下鉄駅の乗客輸送

能力の増大、安全性の向上、十分なアクセス性の

確保及び運営効率の向上である。

〈事業内容〉

ユニオン地下鉄駅の拡張は、現在の駅に二つ目

のプラットフォームを追加するもので、通勤客の

輸送及び旅行者の流れを改善できるようになる。

また、ハーバーフロントLRTへの接続の向上と、

GOの乗降客のための西側のバイパス通路を含む

コンコースの再編成も含まれている。

Toronto Waterfront Revitalization Corporation

（2002）：

The Development Plan and Business Strategy for the

Revitalization of the Toronto Waterfront

Toronto Waterfront Revitalization Corporation

（2004）：

Currrent Projects,http:www.towaterfront.ca
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写真－７　ガーディナー高速道路




