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シアトル市のウエブサイトにシアトルのウォー

ターフロント開発構想が紹介されている。詳しく

大量の情報が紹介されているが、紙面にも制限が

あるのでここでは一部を紹介する。興味のある方

は、つぎのURLでシアトル市のホームページを開

いて参照ください。

http://www.seattle.gov/dpd/Planning/Central

_Waterfront/index.asp

１．はじめに

国道99号線の高架部分とウォーターフロント沿

いの護岸の移設は、シアトル中心部のウォーター

フロントに関して一度は考える機会をあたえるも

のである。2001年２月のニスカリ地震が原因とな

ってまもなく国道99号線のウォーターフロント部

分を移設しなければならないことが明らかとなっ

た。

国道99号線は、シアトル市街地を通過する南北

の生命線である。プゲットサウンド地区の経済は、

エリオット湾のウォーターフロントを通過して１

日10万台の車を通す国道99号線の容量に依存して

いる。しかし、ウォーターフロントは交通路の機

能だけではない。2002年グレッグニクルス市長は、

シアトルのウォーターフロントを変化に富んだ市

民の幅広い利用を受け入れる“正面玄関”である

と考えた。ウォーターフロント沿いの護岸は長年

の利用により造り替えが必要であることもはっき

りしてきた。国道99号線と護岸の改築計画の直後

から、ニクルス市長は、ウォーターフロントは長

期的視点で総合的に計画すべきであると主導的に

努力した。2004年12月、ワシントン州、シアトル

市、及び連邦道路局は、高架道路の改築に関する

多くの意見を考慮した結果、トンネルが好ましい

代替案であるとの結論に至った。好ましいトンネ

ル案がシアトル市のウォーターフロントに関する

計画の基礎である。

2003年に始まったウォーターフロント計画作業

は、ウォーターフロントを取り巻く課題とその解

決方法のヒントを住民、実業界その他の人々に理

解してもらう機会を作るフォーラムや協議会を開

くことから始めた。2004年２月、ベル港国際会議

場で行われたウォーターフロント構想討論会に

は、300人を超える設計者、計画家、学生、関心

のある住民その他の人たちが集まった。ウォータ

ーフロントの主たる活用内容、公共空間その他の

主たる要素を示した設計の考え方が22の団体から

提示された。この種のイベントとしては最大のも

のであった。

ウォーターフロントの概念計画には、市の計画・

開発局（DPD）およびその他の部局との協働作業

により、先の討論会やフォーラムその他のイベン

トの成果を踏まえてシアトルのウォーターフロン

トに関する提言がなされている。本事業は、シア

トルの構想力を引き出し、多くの創造的発想を引

き起こしている。ここ３年の間、地元の何百人も

の人々が市役所の職員と一緒になって新しいウォ

ーターフロントの構想作りをしてきた。アラスカン

通りトンネル事業、コールマン埠頭再開発、シアト

ル水族館改良、62/63号桟橋の改善、オリンピック

彫刻公園整備のような先行事業と共に、ウォータ



-WATERFRONT DEVELOPMENT- 91

海外情報

ーフロントの作り込みはすでに始まっている。

ウォーターフロントは、これらの新しい活動の

すべてが連携し、将来の公共と民間の開発の方向

が明確になった筋の通った枠組みが必要である。

そしてそれは、水際で住み、働き、遊ぶすべての

人の利益になるものでなくてはならない。

概念計画は、市に対してウォーターフロントの

将来に関する意思決定の方向を示す計画と都市設

計の枠組みを示している。これは資金提供者とな

る協力者と将来の共同管理者を信頼し、時間通り

に実現可能な構想と開発手順を説明している。ウ

ォーターフロント計画の次の段階は、正真正銘の

そして個性あるウォーターフロントのために公共

空間の詳細を定め、アラスカン通りの歩道と東西

の歩行者動線の接続等公共部分のより詳細な計画

を作ることになる。これらの要素は、現在進行中

または提案中を含めた主たる開発事業を首尾一貫

した全体に連結する基礎となる。

これは市をウォーターフロントに再び繋ぐ百年

に一度の機会である。市長ニクルス

ウォーターフロントの地域的な意味合い

シアトルの中央ウォーターフロントは、４県
に跨るプゲットサウンド海岸の一部である。
そしてプゲットサウンド海岸の中央に位置し、
文化的、経済的および地区と州をカバーする
交通ネットワークの点で重要な役割を果たし
ている。地域の海上交通のハブとして、ウォ
ーターフロントはオリンピック半島とシアト
ル及びプゲットサウンドの州の東側のその他
の地域を繋ぐワシントン州の主要なフェリー
のターミナルとしてのコールマン埠頭を擁し
ている。約28,000人の乗客と8,000台の車が毎
日シアトルのウォーターフロントを通過して
いる。これらは、キング県とキットサップ県
の間を東西に移動している毎日の通勤と周期
的な訪問客を含んでいる。
シアトルのウォーターフロントは、ワシン
トン州の地区道路体系の中で重要な部分を占
めている。州道99号線は、シアトルの中心街
とウォーターフロントを通過している重要な
南北の幹線である。ウォーターフロントを通
過している州道99号線はシアトル中心街の両

側に存在する入り江の間とドゥワビッシュ工
業地帯を結んでいる。同時に、ピアースキン
グ及びスノーミッシュ県の主たる就業地域を
結ぶ地域の南北の交通路の一部でもある。州
道99号線のエリオット湾のウォーターフロン
トを通過して100,000台を超える日交通容量は、
プーゲットサウンド地域の活力の源である。
ウォーターフロントは、不可欠の鉄道のた
めの通路でもある。ウォーターフロントを通
過しているバーリントンノーザンサンタフェ
線によって、シアトルとその他の西海岸、カ
ナダ及びカスケード山脈のヒガシガワノ地域
の間の貨物とアムトラック旅客サービスが行
われている。シアトルとエヴァレットを結ぶ
サウンドトラック通勤電車もウォーターフロ
ントのBNFS線を使用している。
ウォーターフロントとエリオット湾は、北
米の太平洋岸ではチェサピーク湾に次ぐ2番目
に大きい河口として、プゲットサウンドの生
態系と複雑な食物連鎖の一部をなしている。
ドゥワミッシュその他のプゲットサウンドの
河川からの鮭はエリオット湾を通過して移動
する。このときウォーターフロントの海岸の
生息地を利用する。その他に鮫、シャチその
他の底性魚などの水生動物もエリオット湾及
びウォーターフロントの沿岸に生息している。
定着している鳥類及び渡り鳥は、水辺及び近
くの陸地を営巣地としている。ウォーターフ
ロントの生態系は、プーゲットサウンドの風、
潮、流れの影響を受ける。ドゥワミッシュ河
その他の河川からの真水の流入は、エリオッ
ト湾の水質に影響を及ぼし、ウォーターフロ
ントの独特の生態系の条件を作る。地域の著
名な観光地として、シアトルのウォーターフロ
ントは州の重要な文化的、経済的資産である。
ウォーターフロントはプゲットサウンドと
アラスカの間の700,000人に及ぶクル―ジング
客のターミナルになっている。シアトルのウ
ォーターフロントは、シアトル水族館、オデ
ッセイ海事探検センターや年間11百万人を集
客するパイクプレースマーケットなど地域の
魅力の元になっている。オリンピック彫刻公
園の追加と水族館の拡張によって、おそらく



将来来訪者が増加することになろう。これら
の集客施設は、プゲットサウンドとワシント
ン州のその他の地域の学生にとって生きた文
化的、教育的資源である。
シアトルのウォーターフロントは、地域経
済に少なからぬ貢献をしている。2005年には、
客船関連ビジネスだけで年間約208百万ドルの
売り上げを上げ、1,732人の雇用を創出し、5.8
百万ドルの州と地方に税収を生んでいる。
シアトル水族館、オデッセイ海事探検セン
ター、パイクプレースマーケット及びその他
の集客施設もシアトル、キング県及びワシン
トン州に観光収入を生んでいる。ウォーター
フロントを含めたこの地区への11百万人の観
光客の各々が一人100ドル消費すれば、11億ド
ルの売り上げになる。この11億ドルは、キン
グ県の全観光収入40億ドルの28％になる。
ウォーターフロントは地域の重要な位置を
占めている。文化的な資源として、経済的な
源泉として、生態系として、交通の中心とし
てそしてワシントン州の全ての交点として。

ウォ－タ－フロント計画対象区域

2003年のプロジェクト開始時提案されていた対

象範囲は図面の左側に示してある。広めのエリオ

ット湾域として、区域は市中心部の海岸線に沿っ

て約2マイルの範囲をカバーしていた。それは、

アラスカ通りに並行して南アトランティック通り

から西トーマス通りとマートルエドワードにいた

るものである。その境界は、既存の工業地区によ

って区切られた南北の境界を将来の変化も考慮し

て定めようとしていた。1987年の臨港地区公共改

良計画以降生じている大きな変化のため、初期の

対象区域は地形的にも見直さざるを得なくなっ

た。過去の中央部ウォーターフロントの計画は、

アラスカ通りの高架部分を陸側の境界としてコー

ルマン埠頭のフェリーターミナルとマートルエド

ワーズ公園だけに焦点を当てていた。

現在は、以下に述べるような可能性から、内陸

の市中心部とウォーターフロントの間の関連が重

要なことから遷移区間を検討対象にするようにし

ている。

・新しいオリンピック彫刻公園とウォーターフ

ロントの北の端に位置するトーマス交差点

・コールマン埠頭フェリーターミナルのマルチ

モーダル交通拠点としての多目的利用に向け

た集中的な再開発

・キング通り駅、ウエストレイクマルチモーダ

ル交通拠点及びその他のウォーターフロント

背後の交通施設との結合

・パイオニア広場とウォーターフロントの高密

な接続

・パイクプレース市場とウォーターフロントを

繋ぐ大きな公共空間

検討対象地区には、隣接する商業中心地である

ベルタウンの一部と、海岸線の環境に影響を与え、

また影響を受けるパイオニア広場を含んでいる。

検討対象地区の境界は地形的な配慮もなされてい

る。景観面のポテンシャルの高い急な傾斜地また

は東西を繋ぐ平坦な区域及び他の市中心部とは異

なって高さの低い建物が立ち並ぶ区域など。アラ

スカン高架道路の移設も検討対象区域の決定に影

響を与えている。もはや高架道路がウォーターフ
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ロントの境界を形成することはない。それを撤去

した後に出来る空間は、新しいウォーターフロン

ト地区の中心的な存在になる。州道99号線のバッ

テリー通りの入り口までの区間を含んでいること

も計画上重要である。

パイクプレース市場の歴史的な部分とパイオニ

ア広場の保存地区の二つの歴史的な検討地区が検

討対象地区に含まれている。それに加え、62/63号

桟橋からなるウォーターフロント中心部の公的空

間、シアトル水族館及びウォーターフロントをヴィ

クトリアスタインブルック公園に接続する州道99

号線の上部も計画上重要な配慮がなされている。

地区社会との協議

シアトル港湾局が46ターミナルを引き続きコン

テナ取り扱い施設として機能させることとしたこ

とから、計画を効果的にするためターミナル46を

検討対象地区から除外し、次の変更がなされた。

・検討対象地区の北の境界は、現在ベイ通りで

ある。

・ユニオン通り南の東側の境界は、現在第一大

通りである。

２．経緯

○2002
公的手続きと節目の出来事　７月15日；アラス

カン高架道路と護岸に関する市議会決議30497で、

このプロジェクトが高い優先順位を与えられ、プ

ロジェクトの最初の実施方針が確立された。

○2003
2003年6月から2004年３月　方針原案の準備

2003年６月から2004年１月　背景報告書　この報

告書は、現状説明とウォーターフロント中央部に

適用される計画、基本方針についてD P D

（department of Planning and Development）の

職員が作成した。土地利用、交通、街区設計、自

然条件、経済条件、及び現在の計画、政策と規則

などを記述している。背景報告書は、公開討論会、

2003年の技術討論会及び2004年の構想議論の参加

者に対して不可欠の情報を提供した。

６月26日及び６月28日　第一回公開討論会 第

一回のウォーターフロントに関する討論会は、計

画設計委員会との共催とした。約200名が参加し、

プロジェクトを公に紹介すると共に、設計者、近

隣の支持者、事業者、その他の人々にウォーター

フロント中央部の計画に参画するきっかけ作っ

た。この催しは、関係者と一般公衆にウォーター

フロント中央部の政策と計画を公開し、計画方針

の原案を今後の検討のために示した。

グレッグニックル市長によって開会され、基調

講演者であるミッシェルソーキン及びパネラーと

しての未来学者によってウォーターフロント中央

部の可能性と挑戦について参加者の思考を広げた。

コーディネーターは、ウォーターフロントの各種

利用者とその活動に焦点を当てた議論が展開しや

すいように計らった。こうすることによって、人々が

ウォーターフロントに何を求め何が支障になって

いるかについて中身の濃い知識が得られた。

９月から10月　検討グループ　市の職員は下記

五つのテーマについて検討グループを設置した。
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公開討論会参加者によって描かれた図



１　交通

２　街区設計/公共空間/歴史保存/芸術/文化

３　自然環境と生態

４　経済開発/観光/商業

５　近隣/集落/住宅/社会サービス/参加意識.

技術的専門家と主要な関係者は13回の会合を持

って、主要課題及びウォーターフロント中央部に

おける挑戦と機会について市の担当者に意見具申

した。

センター高校の参加　計画設計委員会の数名は

特別に地区のハイスクールに出向いてウォーター

フロントの計画に対して生徒に興味を持たせる活

動をした。その結果、シアトルの中心部の高校で

あるセンター高校のクラスがウォーターフロント

に関連のある活動に参加することになった。主催

者は、ワシントン大学の建築課の学生の助けを借

りて、いくつかのクラスで若者がどのようにウォ

ーターフロントを活用するかをみる一連の授業を

進めた。センター高校の学生は、彼らの成果を第

２回公開討論会で報告した。

11月７日　第２回公開討論会　計画設計委員会

主催の第2回公開討論会が2003年11月７日に開か

れた。約200名の参加者が５つの検討グループの

検討結果と高架道路と護岸移設プロジェクトチー

ムの最新情報を聞くために集まった。司会者ジョ

ンハウエルは、ウォーターフロントとの間の確執

と挑戦について、５つのグループのリーダーから

なるパネルの議論を進行した。ティムセス副市長

は、ウォーターフロントに関する見解を披露する

と共に市民に対し計画に参加するよう勧めた。コ

ーディネーターは、第一回討論会の役割に関する

分科会で提示された優先順位に基づく役割ごとの

分科会を設定した。この分科会で検討グループの

専門的な見方と幅広い利用者の見方を取りまとめ

た。作業部会は、利用者のための優先順位と将来

起る可能性があり解決が迫られる問題を洗い出し

た。今回はエリオット湾とウォーターフロントの

ボートツアーを含めた。

第一回及び第二回公開討論会と技術的討論会の

意見と作業部会の成果は、2004年に行われたウォ

ーターフロント構想提案会において参加者を誘導

するための基本方針の原案や設計条件として紹介

された。

○2004
１月29日　提案会説明会　約200名が来るべき

提案会の説明と背景データの説明を聞きに参加し

た。

２月12日　ウォーターフロント環境フォーラム

市の持続と環境事務所の主催で行われたイベント

である。プーゲットサウンドの生態系、特に水際

の生物についての課題に関する情報が、今度の提

案会の準備として細かく説明された。

２月27日―28日　ウォーターフロント構想提案

会　５カ国から300名の参加があり、基本方針、

背景材料をもとに参加者の才能に基づき22の構想

が出来上がった。提案会は、

（1）シアトルのウォーターフロントはどのような

開発が可能かの構想段階のアイデアを明確にす

る。

（2）どのような活用を考えるべきかのリストを広

げること。

（3）ウォーターフロント中央部のコンセプトプラン

（4）ウォーターフロントに関する課題について市民

を啓蒙すること。

（5）市民の意見を聴取する。提案会において６つ

のテーマが提起された

①市街中心地とウォーターフロント中心を結ぶ

こと。

②アラスカン高架道路を撤去し新たな活力を創

出する。

③陸に水面を取り入れ水面に陸地を作る。

④各種モードの交通手段を導入する。

⑤水辺と陸地の生態系を活性化する。

⑥そして46番ターミナルの長期的な開発構想を

立てる。
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４月26日　ウォーターフロント中央部の開発方

針（以下に示す）を採用する市議会30664決議　

４月７日　提案会の結果の公表　約600人が２

月の提案会の報告会に参加　

2004年７月から2005年９月　ウォーターフロン

ト開発構想原案策定　2004年の夏から開発構想策

定作業として市の職員による提案会における提案

の整理が始められた。提案を基に三つの代替案を

策定した：真珠のネックレス、蝶ネクタイ及び直

線である。これらの代替案は、ウォーターフロン

トの開発主題に繋がる。提案会における発想と提

案された行動は、公共空間、水際の生態系、歩道

網、民間開発機会などの計画要素の抽出にも繋が

る。これらの計画要素は市長構想の目的と戦略の

基を構成する。

2004年７月から2005年２月　ウォーターフロン

ト開発顧問団の指揮官がDPDの局長からウォータ

ーフロント構想策定に関する顧問団に移された。

ウォーターフロント顧問団（WAT）は、ウォー

ターフロントの主要課題と機能に関する専門家か

ら構成されている。このグループは、2004年の提

案会で構築された構想代替案やコンセプトプラン

原案の見直しに対してアドバイザーとして担当者

と一緒に作業を進めた。

○2005
２月12日　コンセプトプランの更新　コンセプ

トプランの原案について見直したり意見を述べる

ための公開検討会に約200人が参加した。

6月21～23日　高架道路と防潮壁の撤去事業に

関する公開会議　コンセプトプラン原案図と担当

者の一次意見が、中心市街地、湾部及び西シアト

ルの3箇所について、高架道路・防潮壁撤去プロ

ジェクトに関して資料に基づいて表明された。

６月　ウォーターフロント開発の共同事業者

市の担当者に対しウォーターフロントの計画と実

施に対して意見を持っている利害関係者が、2005

年６月に招集された。このグループは、中央ウォ

ーターフロント公園に関して市の公園・レクリエ

ーション部に意見を述べる。このグループの役割

は、シアトルのウォーターフロント中央部の将来

像について大胆でユニークな構想の意見を述べ、

啓蒙し、推し進めることにある。

真珠のネックレス案：この案は、ウォーターフ
ロント沿いに五つのオープンスペースを伴う主要

な活動拠点を設けるものである。相互にはプロム

ナードで結ばれる。この案は、キーになるポイン

トに活動を集中させようとするもので、ウォータ

ーフロントと市街地の間の東西の接続を重視する

ものである。

蝶ネクタイ案：この案は、ウォーターフロント
の南北の端に大きな活動拠点を設け、中央にそれ

らを繋ぐ節を設けるものである。これらの拠点間

はプロムナードで結ばれる。
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直線案：古典的なオープンスペースがウォータ
ーフロント沿いに強い軸を形成する。活動はウォ

ーターフロント中央部に均等に配分される。この

案は南北の接続を強調する。

2006年11月～１月　ウォーターフロントコンセ

プトプランの展示　DPDによって市街設計教育の

一環として、ウォーターフロントコンセプトプラ

ンが市役所のロビーに展示された。開会のレセプ

ションにはグレッグニックル市長が出席した。

１月10日　市議会による30726決議　市として

アラスカン通りの高架と防潮壁の撤去に伴う選択

肢としてトンネル案を推奨すること及び設計に関

する希望の提示とこのプロジェクトを推進するこ

とを宣言するもの。

市議会による30724決議　アラスカン通りの高

架と防潮壁撤去計画に関する各種決定についての

基本理念の適用に関するもの。

○2006
２月１日　ウォーターフロントコンセプトプラン

の更新 最新のコンセプトプランに関して意見を述

べ見直すための公開討論会に約150人が参加した。

６月　市議会決議　コンセプトプランが決議を

もらうため市議会に提出された。RECONNECT

2004年春、計画設計局都市設計担当者は、共通

の課題と計画段階で現れ今後発生すると予想され

る問題点を抽出するため、提案会の22のチームの

活動を見直した。繰り返し出てくる課題と設計の

考え方を整理するためマトリックス（省略）が準備

された。チーム間でどの点で考え方が一致しどの

点で異なっているかをはっきりさせるものである。

2004年暮れに、計画設計局担当者によってウォ

ーターフロントコンセプトプランの仕様を固める

ことを支援するためウォーターフロント顧問団が

結成された。提案会の提案を再度見直すために、

市の数多くの部門が同時に部局を超えた部局間チ

ームを作った。最初は、各部局間チームは、交通、

エコロジー、土地利用・街区設計・オープンスペ

ース、コミュニティ問題、施工・経済など個別の

側面から主張した。８月末には、部局間チームは

彼らの作業を３つの１次代替コンセプトに集約し

た。ウォーターフロントの空間と機能を組織しよ

うとするこれら３つの作業は、2003年の公開討論

会からの情報、2004年の提案会の発想及び部局間

チームの成果が基礎にある。

１次コンセプト代替案は、ウォーターフロント

コンセプトプランの原案決定に向けた重要な手順

である。

３．ウォーターフロント計画における枠組み方針

市議会の30664号議決により適用されている枠

組み方針は、ウォーターフロントのコンセプトプ

ラン原案を策定するときの指針となっている。２

日間の公開討論会のワークショップで出された考

え方及びウォーターフロント計画作業の初期であ

る2003年の利害関係者との議論時に出された考え

方が基本である。この枠組み方針は、市の担当者

が今後計画を固めていく上で引き続き指標となっ

ていくものである。

以下に述べる方針は、シアトル市民がずっと言

い続けてきたウォーターフロントに関する価値観

を反映している。それらの記述の順番は重要性の

順番ではない。しかし、全体を貫く一つの方針は、

この限られた区域における公共性の範囲に関連す

る。複数のそして可能性としては競合するこの区

域での目的をバランスし統合する必要がある。新

しい形では、ウォーターフロントは私的な土地利

用、多くの交通形態、改善された生態系及び活動

的な公共空間を受け入れなければならない。ウォ

ーターフロント開発の成功は、いかにうまく複合
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的な機能をお互いに調和が取れ、融合した形とす

るかにかかっている。

○環境面の継続性
ウォーターフロントにおける海洋生態系を活

性化し、水質と大気質を改善し、騒音を減らし

開発と公共部分の改良を通じて環境的に継続可

能なモデルとして整備する。サーモンにやさし

い環境で他の回遊魚のコースと餌場を増やすこ

とを追求する。

○目的地と動き
市街地への及び市街地を通過する交通路とし

ての機能を認識しながら、人々にとっての目的

地であるウォーターフロントへの近づき易さの

改善、ウォーターフロントで動いている各種の

交通モードが、相互にまたは他のより広域の市

街地や地域の交通ネットワークと上手く連動し

ているかの確認。シアトルの総合計画を実現す

る計画された交通体系。

○真実性と独自性
地域の要請の中から受け入れられる機能を取

り込むと共に、地区の過去との結びつきも維持

しながらウォーターフロントを本物として維持

する。歴史的な資源の保存を進める一方で独自

性を持たせるための新たな開発も進め、水際線

の活動的な自然を紹介し、シアトル及びプゲッ

トサウンド地方の市民の心を反映したものとす

る。地域の文化的、なまた歴史的な整備は、未

来とのつながりと共に過去と連続した感覚を持

たすよう作りあげる。地域の開発に当たって、

ウォーターフロントにおける歴史的な資産は重

要な要素であると認識する。

○均衡と集約
全体を貫く基本方針として、自然、人々の活

動、経済的発展、及び機能的で生態系から見て

しっかりし、美しいウォーターフロントを作り

出すことと交通体系を総合することに現実的な

均衡をとることである。このバランスの元で、

中央ウォーターフロントは特色のある区域であ

り今後もそうあり続けるではあろうが、中央ウ

ォーターフロントだけが近隣や地区の特別な区

域ではないと言う認識の下、それぞれのウォー

ターフロントの地区はそれぞれが自らの性格と

機能をも持った独自の土地利用の組み合わせを

持つべきである。

ウォーターフロントにおける活動はこれらの

地区の活力を貶めるのではなく、引き上げるも

のであることを確認して、パイクプレースマー

ケットのような近隣の山手の施設とウォーター

フロントの連携を図る。

○多様性と柔軟性
地区の常に変動いている自然と、時と共に変

化する条件に対応する必要性を認識した上での

ウォーターフロントの将来計画を策定する。

ウォーターフロントをレクレーション、イベン

ト広場、働く場及び人々の生活の場を含む複合

的な機能を持った刺激的な都市の近隣地区であ

り、地域の目的地とすること。ウォーターフロ

ントを全ての人々にとって利用できる場所とす

ること。住人、旅行者、家族ずれ、全ての年齢

や収入の労働者、社会的なグループ、身体的能

力の如何を問わず利用できるようにし、人々が

集まる場所を作る。

○経済開発
近代的で都市型の稼動しているウォーターフ

ロントを、そして地域の活力と生活の魅力に貢

献する大規模なレクレーション地域であり文化

的な楽しさのあるウォーターフロントを整備す

ることにより、健全な経済を発展させ、プケッ

トサウンド地区への投資を吸引するようにす

る。観光から引き出される経済的利益を認識し、

地域を活性化する観光事業を引き続き支え、稼

動するウォーターフロントとしての水上交通を

支え、そして地元の人たちによって楽しんでい

ただく環境を整える。

-WATERFRONT DEVELOPMENT- 97

海外情報



○アクセスと接続
公共利用とアクセスの整備が中央ウォーター

フロント整備の基本的な目的である。水辺への

物理的及び視覚的アクセスを改善すること、そ

して相互に他方を強化し、集客力のある中心市

街地とすることに貢献するようにウォーターフ

ロントと内陸を接続する。出来るだけ内陸深く

からの視覚と物理的なウォーターフロントへの

アクセスを拡大する。市街地の通りや公共空間

からの水面への視野を維持し、視覚的アクセス

を強化すため公共的な視覚回廊を確保する。ウ

ォーターフロントと山手をいろんな良質の体験が

できる歩道からなる入り組んだネットワークで

編みこむ。ウォーターフロントと中心市街地の他

の部分を繋ぐ歩道、特に東西の結合を改善する。

４．ウォーターフロント中央部の構想

継続可能性を主義とする先端的で成長する活動

的な都市として、シアトルは国内でその存在が認

められている。高架道路を撤去し、ウォーターフ

ロントを再生することは、都市を作り直す千歳一

遇のチャンスである。この計画は、普通は考えら

れない機会を活用できるシアトル市の活性化を意

味する。これは単に都市を水に繋ぎ直すだけでな

く、新しい正面玄関開発である。そしてそれは、

全てのものを歓迎し、われわれの変化に富んだ文

化と遺産を賞賛し、シアトルが大変な自然資産の

中の独特な位置に存在する都市であることを明ら

かにし、都市と地域の経済的成長の機会をあらわ

すものである。これは次の100年を決め、歴史に

よって評価されプロジェクトである。

５．テーマとしての理念：想像力、記憶、動き

ウォーターフロントという言葉は、いろんな想

像力、記憶、未来への希望を引き出す。シアトル

のウォーターフロントは、長年のうちに貨物と缶

詰め工場の雰囲気から市民や旅行者の集う場所へ

と変化してきた。ウォーターフロントはいろんな

段階を経てきている。概念設計のこの部分では、

どのように想像力、記憶、及び動きがウォーター

フロントの物理的形状とわれわれのウォーターフ

ロントに関する経験を形成してきたかを示す。

○想像力
想像力は、ウォーターフロントの計画・設計

において重要な役割を演ずる。ウォーターフロ

ントは、人々が過去を思い出し、現在を考え、

将来を想像する場となるであろう。ウォーター

フロントの全ての空間、パブリクアート及び景

観と相互の連掲は、人々の想像力を刺激する様

に設計されると思う。
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○記憶
過去、現在及び未来は、全てがウォーターフ

ロントにおいてよく混ざり合っている。古いウ

ォーターフロントの元の構造物や機能の多くは

もう存在しない。過去の痕跡だけが、人々にウ

ォーターフロントは寡ってどのようであったか

の感覚を与えるものとして残っている。南部ウ

ォーターフロントは、パイオニア広場において

市の発祥の痕跡を最も残している。この地区は、

アメリカ原住民の初期の定住地区であると共

に、アジアからのシアトルへの最初の入り口で

もある。過去の痕跡は中央ウォーターフロント

のパイクプレースマーケットと歴史桟橋にも見

られる。ウォーターフロントの中央部は、現在

の市の商業と事業の中心としての活力と成長力

との強いつながり示している。北に目を移すと、

力強い現代的なウォーターフロントにおける公

共空間である新しいオリンピック彫刻公園があ

り、1962年のシアトル世界博のときに建設され

たわれわれの未来に対する抱負の象徴であるス

ペースニードルが建っている。

○動き
シアトルのウォーターフロントは、動きの場

である。歩行者、自転車、乗用車、トラック、

路面電車、列車、フェリー、水上タクシー、客

船、その他が週７日、一日24時間ひっきりなし

にウォーターフロントを動き回っている。ウォ

ーターフロントにおける歩行者の動きは、ウォ

ーターフロントにおける公共空間、芸術、景観

を活用した癒し、健康、娯楽の基本的な活動で

ある。 人々が市内とウォーターフロントの間

を移動するとき、人々は相互に続いて現れる関

係にある景色を眺めることになる。想像力、記

憶、移動は、公共空間、標識となるもの、景観、

生態系、パブリックアート、事業機会、及びウ

ォーターフロントのプロムナード沿いのその他

の事柄が次々に編みこまれた形をとることにな

る。このウォーターフロント沿いの事柄のジグ

ザグな次から次への編みこみは、年間を通じて

変化に富んでいるがある意味で統一された体験

を創造し、アラスカ通りの歩道の両側の水辺と

都市を景観的に結びつける。これらのもののそ

れぞれが市長の推奨される目的及び戦略の中に

記述されている。
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