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米国４ற市のダウンタウンڐ画策定過程
-クリーブランド、デンバー、ポートランド、シアトルを対象とした事例調査の報告Downtown Plan Making Processes in Four U.S. Cities
- Report on Case Studies in Cleveland, Denver, Portland and Seattle 村山 顕人
東京大学大学院工学系研究科ற市工学専攻
Akito Murayama
Dept. of Urban Engineering, The University of Tokyo
In the history of downtown planning in U.S. cities since 1943, quality of urban space was most considered important in the
1980s when major cities made their long-range comprehensive downtown plans. Though the backgrounds, contents and issues of the
selected plans have been introduced, the plan making processes have not been studied in detail. The purpose of the case studies reported
here was to understand the downtown plan making processes in four U.S. cities (Cleveland, Denver, Portland and Seattle) and to examine
the characteristics of the applied planning methods.

The reporter concludes that a downtown plan making process differs from one city

to another in which various planning methods were applied including consultation methods such as graphic facilitation, preparing
alternative plans and evaluating them as well as outreach methods such as distributing newsletters, holding workshops, meetings and
forums, opening a studio and using sketches, a slide show and a model.
Keywords: Downtown Plan, Plan Making Process, Consultation Methods, Outreach Methods
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１．調査の背景と目的、本報告の内容

２．クリーブランド：Cleveland Civic Vision 2000 Downtown Plan

米国のற市史研究者 Carl Abbott は、1943 年以降の米

クリーブランドのダウンタウンڐ画の策定組織は、地

国諸ற市におけるダウンタウン・プランニングのテーマ
とそれに関連する取り組みの変遷を整理し（Abbott,

元企業及び市民のリーダー、市職員を含む官民の関係者
26 人を構成員とするダウンタウンڐ画運営委員会

19961））、ସ期的・包括的なダウンタウンڐ画が主要ற

（Downtown Plan Steering Committee）
、同委員会及びプ

市において策定された 1980 年代は、ダウンタウン・プ

ロジェクト・マネージャーを技術的に支援するデータ諮

ランニングの歴史上、最もற市空間のࡐが重視された時

問委員会（Data Advisory Committee）
、そして、事務局（ற

代であったことを指摘している a）。これまでに、1980

市ڐ画委員会とコンサルタント）で構成された。月に１

年代に策定された代表的なダウンタウンڐ画の背景、内
容、論点等は整理されている（Keating ら, 19912）、小泉・

回召集される運営委員会は、ڐ画の進捗状況を監督し、
策定過程をガイドする役割を担った。

村山ら, 20023））が、ڐ画の策定過程に焦点を当てた詳

ڐ画の策定過程は図-1 の通りである。策定組織は、

細な調査はない。一方、日本では、ற市空間のあり方に

調査・分析、土地利用ڐ画案の作成、ڐ画案の作成、ڐ

ついて多様な主体の合意形成を導くためのڐ画技法の重

画案の精査という流れでڐ画策定作業を進め、その各段

要性が認ࡀされ、その研究・開発が求められている。
（大

階において、ニュースレター（全８号）の発行、ワーク

方, 2002 、小泉, 2001 など）
。
そこで、本調査は、米国のクリーブランド、デンバー、

ショップやコミュニティ・ミーティングの開催などを通
じて、策定組織に参加しない一般市民を対象とするアウ

ポートランド、シアトルにおけるダウンタウンڐ画の策

トリーチを行った。

4）

5）

定過程を把握し、そこで適用されたڐ画技法（アウトリ

ڐ画策定過程における最大の論点は、「Dual Hub

ーチ技法や協議技法(1)）の特徴を明らかにすることを目

Corridor」と呼ばれるクリーブランドற市圏の２大拠点

的とした。筆者は、2002 年 9 月 2 日から 10 月 3 日まで

（ダウンタウンと University Circle）を結ぶ回廊における

の１ヶ月間、調査対象の４ற市に１週間ずつ滞在し、市
役所及び図書պにおける文献・資料の収集と関係するプ

公共交通改善構想であった。No Action 案、交通システ
ム・マネジメント案、ライト・レール案（12 通り：い

ランナーや活動家、研究者へのインタビューを行った。

ずれも旧貨物線を走る既存のライト・レールを市Ӻ地内

本報告は、こうした調査で得られた情報を概略的に整理

に移০するもの）の合 ڐ14 通りの代替案が提示され、

したものである。ற市毎にダウンタウンڐ画の策定過程

それらに対しては、ダウンタウンڐ画策定後、連環境

とそこで適用されたڐ画技法について記述し、最後にそ

政策法に基づき、交通影評価、環境影評価（土地利

れらを総括、今後の研究Ӏ題を提示した。なお、表-1
は、調査対象４ற市のダウンタウンڐ画の概要を整理し

用・経済開発、美観、歴史資産等への影を含む）
、財
源評価が実施された。結果として、市ସと市議会が費用

たものである。

対効果を重視して構想を大幅に縮小する政治的判断を下
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表-1 ４ற市のダウンタウンڐ画の概要

市の位置付け

クリーブランド

デンバー

米国中西オハイオ州に
位置する人口約220万人の
クリーブランドற市圏の
中心市

米国山岳コロラド
州に位置する人口約
210万人のデンバーற
市圏の中心市

ダウンタウンڐ画の正 Cleveland Civic Vision 2000
Downtown Plan
式名称

ポートランド

シアトル

米国北西オレゴン州に
位置する人口約190万人の 米国北西ワシントン州に位置す
ポートランドற市圏の中 る人口約240万人のシアトルற市
圏の中心市
心市

Denver Downtown
Area Plan

Portland Central City Plan

Land Use and Transportation Plan
for Downtown Seattle

1984／1988
12年

1984／1986
15年

1984／1988
20年

1981／1985
20年

策定背景

1950年以降の急激な人
口・就業者数の減少と将
来の低い人口予測を背景
として1984年にସ期的・
包括的な全市ڐ画とダウ
ンタウンڐ画を同時策定
する取り組みCivic Vision
Programを開始。開発誘導
のためのダウンタウンڐ
画の必要性の認ࡀ。

1970年代以降のற市
圏におけるデンバー
市の相対的衰退と
1986年から1988年ま
でのற市圏全体の衰
退（ダウンタウン・
オフィス・スペース
の約1/3が空室に）。
物的開発・経済開発
のڐ画の必要性の認
ࡀ。

1972年のダウンタウンڐ
画の修正・拡張。大々的
な市民参加によるڐ画策
定をシティー・コミッ
ショナーMargaret Strachan
が発意・誘導。

1970年代末から1980年代にかけて
の航空宇宙産業の復活とIT産業の
発展を背景とするダウンタウンの
オフィス・商業開発ブームによ
り、ற市基盤への負担の増大や低
中所得者向け住宅（アフォーダブ
ル住宅）の不ੰといった問題が発
生。ダウンタウンの成ସ管理の必
要性の認ࡀ。

策定組織

ダウンタウンڐ画運営委
員会／データ諮問委員会
／事務局（クリーブラン
ドற市ڐ画委員会とコン
サルタント）

ダウンタウン・エリ
アڐ画運営委員会／
事務局（デンバー
郡・市ڐ画室／企業
団体とコンサルタン
ト）

市民運営委員会／分野別
諮問委員会／事務局
（ポートランド市ڐ画局
とコンサルタント）

庁内土地利用交通プロジェクト・
チーム／貢献組織として庁内関連
局、各種委員会（ڐ画委員会、
デザイン委員会、各地区歴史保全
委員会）、೪営利団体

策定費用／負担者

64万ドル／企業団体、財
団、市

140万ドル／企業団体 160万ドル／市

背景、目標など

●はじめに ●目標 ●
基礎調査：人口／雇用

●ڐ画のコンテクス
ト：ڐ画策定過程／
デンバーの概要／現
在の状況と傾向 ●
価値観

●はじめに ●背景：策
定過程／地区の歴史／過
去のプランニングの取り
組み／土地利用調査／開
発機会など ●ڐ画ビ
ジョン ●目標 など

ڐ
画 枠組み、分野別方
の 針など
構
成

●土地利用：産業／オ
フィス／政府・機関／商
業／住宅／ホテル／パブ
リック・オープン・ス
ペース ●ற市基盤：上
下水道／Ӻ路空間改善／
交通ネットワーク／公共
交通／路外駐車場／歩行
者ネットワーク ●保
全：歴史資産と歴史地区
／ダウンタウン保全ڐ画

●枠組み：背ݱ／ア
ンカー／水路／コネ
クション／基準・尺
度／オープン・ス
ペース／住宅 ●ア
クセス：ダウンタウ
ン道路システム／地
域ラピッド・トラン
ジット・システム／
駐車場マネジメン
ト・システム

●分野別方針：経済開発
／ウィラメッテ・リバー
フロント／住宅／交通／
ヒューマン・サービス／
公共安全／自然環境／公
園とオープン・スペース
／文化と娯楽／教育／歴
史保全／ற市デザイン／
ڐ画レビュー

地区別方針

●プランニング・エリア
I・II・III（各々複数地
区の詳細ڐ画）

●地区（10地区の詳 ●地区別方針（８地区の
細ڐ画）
詳細方針）

ڐ画の実現など

●現況及び将来土地利
用、現行及び提案ゾーニ
ング

●主要アクションの説明
●実現戦略：原則／ ●ゾーニング図 ●ڐ画 ●土地利用交通方針：土地利用地
実現過程
区／実現と管理
地区

策定開始年／終了年
ڐ画期間

不明／市

●枠組み方針：地域拠点／成ସ／
経済開発／交通／住宅／ヒューマ
ン・サービス／ற市形態／文化と
娯楽／多様な特徴を持つ地区／オ
フィス・商業集積／商業集積／住
宅ؼ༄地区／複合ؼ༄地区／海岸
線／インセンティブ／公共安全
●土地利用交通方針：土地利用／
交通／住宅とヒューマン・サービ
ス／ற市形態／インセンティブ・
システム／経済開発

し、現在は Euclid Avenue にݗ速バス・レーンを整備す

Morrison は、プランナーの重要な役割は、各種の客観的

る構想が検討されている 。

分析を行うこと、大きな方向性を示すこと、市民の声を

b)

クリーブランドのダウンタウンڐ画策定過程でユニー

空間的に翻訳すること、そして、一般市民に理ӕされに

クな点は、策定組織が、ڐ画案の内容を一般市民やற市
ڐ画委員会に提示する際に、ダウンタウン全体模型（写

くいڐ画内容のスケール、インパクト、コスト等を分か
りやすく表現することであると述べている c)。

真-1）やスライド・ショーといった視ԑ的ツールを積極
的に活用したことであった。これは、当時のற市ڐ画委
員会ディレクターHunter Morrison のアイディアであった。

３．デンバー：Denver Downtown Area Plan
デンバーのダウンタウンڐ画の策定組織は、Pena 市
ସに任命されたؼ༄地区、保全コミュニティ、民間企業、
政府の代表者及びキー意思決定者 28 人を構成員とする
ダウンタウン・エリアڐ画運営委員会（Downtown Area
Plan Steering Committee）と事務局（デンバー郡・市ڐ画
室及び企業団体のプロジェクト・スタッフとコンサルタ
ント 24 人）で構成された。運営委員会では、多様なメ
ンバーの全ての利害関係を扱うことが目標とされ、全て
の意思決定が投票ではなく合意形成によって行われた。
運営委員会は、18 ヶ月もの間、協議過程の০・ڐ管理

写真-1 ダウンタウン全体模型 8)

や事務局作業のガイド及びレビュー、ミーティングの準
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＜策定組織内の活動＞
■調査・分析
・人口・雇用予測
・オフィス・住宅・商業開発
■土地利用ٽ画案の作成
■ٽ画案の作成
・目標・方針
・ஞ市基盤ٽ画、交通ٽ画、
ホテルٽ画、資本予算プロ
グラムに関するレポート
・開発候補地（９ヶ所）の
選定とそのٽ画
・ٽ画書案の作成
・ダウンタウン全体模型の
製作
■ٽ画案の精査

ٽ画の決定（ஞ市ٽ
画委員会・市議会）

＜一般市民を対象とするアウトリーチ＞
●ニュースレター第１号
●ニュースレター第２号（1986年秋）
◎ワークショップ（1986年9月27日）
・ஞ市ٽ画委員会によるプレゼンテーション
・目標と機会に関するグループ・セッション
・ダウンタウン・アイディアの描出
◎ワークショップ（1987年1月17日）
土地利用ٽ画案の発表とそれに関する議論
●ニュースレター第３号（1987年冬）
◎ワークショップ（1987年5月2日）
公園、レクリエーション、オープン・スペー
ス・アメニティの種と位置に関する議論
●ニュースレター第４号（1987年春）
●ニュースレター第５号（1987年秋）
◎コミュニティ・ミーティング
（1988年1月16日）
スライド・ショー及び模型によるダウン
タウンٽ画案の発表とそれに関する議論
●ニュースレター第６号（1988年冬）
●ニュースレター第７号（1988年夏）
●ニュースレター第８号（1988年秋）
◎ஞ市ٽ画委員会パブリック・
ヒアリング（1988年11月）

図-1 クリーブランドのダウンタウンڐ画策定過程

＜策定組織内の活動＞

＜一般市民を対象
とするアウトリーチ＞

■初期ビジョンの作成
●ニュースレター
（1984年7月）
（1984年9月）
スタッフによるグラフィッ
ク・ファシリテーション
◎ダウンタウン・エリア
ٽ画スタジオ
・ワークショップ
■目標の定
・シャレット
・オープン・ハウス
■調査・分析
等の開催
専ใ家によるプレゼン
テーション
●ニュースレター
（1985年春）
■ٽ画素案の作成
（1985年夏）
◎パブリック・インプット
原則、枠組み、地区
（1985年秋）
ٽ画、アクセスٽ画
市議会、ٽ画委員会、一般
■ٽ画案の作成
（ٽ画素案の修正）
（1985年12月）
ٽ画の決定（1986年春）

市民等の合ٽ52以上のミー
ティングの開催

●ニュースレター
●新聞特集
（1986年5月）

図-2 デンバーのダウンタウンٽ画策定過程

備を行う執行委員会（Executive Committee）
、地区別ڐ

52 以上のミーティングが開催された。そして最後に、

画の作成やڐ画の全体的な原則及びアウトラインの֬草

決定されたڐ画について地元新聞で特集が組まれた。

を行う枠組み委員会（Framework Committee）
、ダウンタ
ウンへの公共交通及び道路アクセスの具体的提案を行う

ڐ画策定過程における最大の論点は、Lower Downtown
地区における歴史保全と経済開発の両立問題であった。

アクセス作業会（Access Task Force）
、Lower Downtown

Lower Downtown 作業会の Lisa Purdy は、この問題の

地区のڐ画を作成する Lower Downtown 作業会

ӕ決に向け、200 人以上の市民を集め、Ӏ題に応じて６

（Lower Downtown Task Force）の４つのサブ・グループ

つの作業グループを結成し、検討を進めた。その結果、

において議論を展開した。

歴史保全と経済開発を両立させる同地区のڐ画及びそれ

デンバーのダウンタウンڐ画の策定過程は図-2 の通
りである。策定組織は、初期ビジョン（Preliminary Vision）

を実現させる֩制・開発アクションの提案がまとまった。
デンバーのダウンタウンڐ画策定過程でユニークな点

の作成、目標の০定、調査・分析、ڐ画素案の作成、ڐ

は、運営委員会において合意形成を導くために、グラフ

画案の作成という流れでڐ画策定作業を進めた。一般市

ィック・ファシリテーションの技法が活用されたことで

民を対象とするアウトリーチには、ڐ画策定過程の各段

ある。特に、初期ビジョン（図-3）の作成は、メンバー

階におけるニュースレター（全３号）の発行、ビルの一

が議論の内容を共有するのに有用であったという d)。ま

階半分を利用したダウンタウン・エリアڐ画スタジオ
（Downtown Area Plan Studio）の০置及びそこにおける

た、最終的なڐ画は、多数の図面やスケッチ（図-4）に
より、理ӕ

ワークショップやシャレット、オープン・ハウス等の開

しやすいも

催が含まれた。また、ڐ画素案がまとめられた 1985 年

のとなって

秋には、市議会、ڐ画委員会、そして一般市民を対象に

いる。

図-4 ダウンタウン・イメージ図面 11)

図-3 初期ビジョン 11)
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４．ポートランド：Portland Central City Plan

＜策定組織内の活動＞

＜一般市民を対象とするアウトリーチ＞

ポートランドのダウンタウンڐ画の策定

●ニュースレター（1985年5・6月）

組織は、大々的な市民参加によるڐ画策定
を 発 意し た シ テ ィ・ コ ミ ッ ショ ナ ー
Margaret Strachan に任命された 15 人の市

■ビジョン・目標・方針第１次案の作成
（市民運営委員会・1985年8月）

民ボランティアを構成員とする市民運営委
員会（Citizen Steering Committee）
、合 ڐ108

■目標・方針提案の作成
（分野別諮問委員会・1986年3月）

人を巻き込むற市デザインと歴史保全、交
ஞ市デザイン・土地利用・
歴史保全研究レポートの作成
（事務局・1986年6月）

通と駐車場、住宅、経済開発などの分野別
諮 問 委 員 会 （ Functional

Advisory

◎デザイン・イベント
（1985年5・6月）
・"DreamSpan"（祝賀イベント）
・ワークショップ（６地区）
・ミニ・ワークショップ
（各団体内）
・出前講演
・コンピューター・アンケート
・広報（新聞、ラジオ、テレビ）
・子供向けプログラム
●ニュースレター（1985年7・8月）
●ニュースレター（1986年冬）

Committees）、そして事務局（市ڐ画局と
■空間構造モデルの作成（1986年6月）

コンサルタント）で構成された。Strachan
は、ڐ画策定過程にはなるべく多くの市民

■５つの代替ٽ画案の作成
（1986年8月）
１ ２ ３ ４ ５

が参加するべきで、また、積極的な参加者
は市ڐ画局の広範な監督がなくても理想的

●ニュースレター（1986年夏）

なڐ画を策定することが可能であるとの確
■ٽ画第１次案の作成（1987年2月）

信を持っていた 2)。
ポートランドのダウンタウンڐ画策定過
程は図-5 の通りである。市民運営委員会

■パブリック・レビュー・
レポートの作成（1987年4月）

は、まず、ビジョン・目標・方針第１次案

■市民運営委員会ٽ画提案の作成
（1987年5月）

を作成するために、２ヶ月に渡るデザイ

◎ٽ画委員会パブリック・レビュー
（1987年7月~1988年3月）
・ٽ画委員会ヒアリング
・ٽ画委員会パブリック・
ヒアリング（８回）

ン・イベント（祝賀イベント、６地区にお
けるワークショップ、出前講演、コンピュ

■ٽ画案の作成（1987年夏）

ーター・アンケート、子供向けプログラム
等）を開催し、一般市民から広く意見を収

■ٽ画委員会案最終版の作成
（1988年1月）

集した。そして、ビジョン・目標・方針第
１次案の作成後、分野別諮問委員会におい

●ニュースレター（1987年冬）
●ニュースレター（1987年2月）
◎パブリック・レビュー
（1987年2・3月）
・ワークショップ
・ヒアリング
・アンケート

◎市議会パブリック
・ヒアリング
（３回）

市議会でのٽ画承認（1988年3月）

てより詳細な目標・方針提案が検討された。
その後もこうした市民運営委員会及び分野

図-5 ポートランドのダウンタウンڐ画策定過程

別諮問委員会主導のڐ画策定が続く予定で
あったが、1986 年に Strachan が再選に失敗すると、そ

導方針とウォーターフロント産業利用方針）
、
オープン・
スペース配置方針、そして、フリーウェイ移০方針であ

れが一変して事務局主導のڐ画策定となった。

った。５つの代替ڐ画案は市民運営委員会において検討

事務局は、1986 年 6 月に、ற市デザイン・土地利用・

され、1987 年 2 月には、ڐ画第１次案が作成された。

歴史保全の研究レポートを作成し、それと分野別諮問委

それに対するパブリック・レビュー（ワークショップ、

員会の目標・方針提案を踏まえた空間構造モデル（図-6

ヒアリング、アンケート）が実施され、5 月には市民運
営委員会ڐ画提案が作成された。その後、ڐ画委員会及

一番左）を提示した。これは、その後検討する全ての代
替ڐ画案が満たすべき内容を示す共通の基本モデルであ

び市議会におけるパブリック・レビューやヒアリングを

った。その後、8 月には、空間構造モデルを満たす５つ

何度も経ながらڐ画案が繰りඉし修正され、1988 年 3

の代替ڐ画案（図-6）が事務局によって提示された。こ

月に最終的なダウンタウンڐ画が決定された。

れらの大きな違いは、土地利用方針（商業・住宅開発誘
案１

図-6

案２

なお、ڐ画第１次案が作成されるまでは、ニュースレ
案３

空間構造モデル（一番左）と５つの代替ڐ画案13)
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案４

案５
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＜策定組織内の活動＞

ター（全６号）によっても一般市民を対
象とするアウトリーチが行われた。
ڐ画策定過程における最大の論点は、
ウィラメッテ川東岸沿いのフリーウェイ
を数ブロック東側に移০する提案であっ
た。事務局が提示した５つの代替ڐ画案
のうちの２つはフリーウェイ移০提案を
含むものであり、また、多くの市民がフ
リーウェイの移০を支持していたという
が e)、市民運営委員会における検討(2)の
結果、その提案は却下された。ؼ年、೪
営利団体 River for the People は、フリー
ウェイの移০を含むウィラメッテ川東岸

バックグラウンド・レポートの作成（1981年3月）
ҭ題の特定・数量化及び代替案の作成に必要な基礎
的情報の提供
■構想代替案（複数）の作成
ダウンタウンの将来に向けた一般的な構想を提示
代替方針案（複数）のためのガイドラインの作成
（1981年8月）
市ଥや市民団体が具体的な方針の代替案（複数）を
作成・評価する際に利用するガイドラインを提示
■具体的な代替方針案（複数：15）の作成
多様な団体や個人が構想に合う具体的な方針を提示
（３つは庁内プロジェクト・チームによるもの）

◎ٽ画素案に関する
アウトリーチ
・パブリック・ミーティング
・ブリーフィング
・書面によるコメント受付

■ٽ画素案の作成
（1982年5月）

再提案し、関係主体に再検討の要望を出
しているという e)。
過程でユニークな点は、市民運営委員会
及び分野別諮問委員会によって文章で提
案された目標・方針が、事務局によって
空間構造モデル、そして５つの代替ڐ画
案として空間化されたことである。この
空間化の作業があってこそ、市民の目
標・方針提案が最終的には土地利用・建
築֩制や事業に結び付いたのである。
５．シアトル：Land Use and Transportation Plan
for Downtown Seattle

■土地利用
交通ٽ画案
（1983年6月）
Allied Limited
Regional
No
Action ３年間の取り組 Arts Growth Employment
案
Center 案 ◎ٽ画案に関するアウトリーチ
案 みを総括。ٽ画 案
・パブリック・ミーティング
案に基づく土地
（50回以上）
利用֖制案も作
・ٽ画委員会フォーラム
成
（1983年9月、連続複数回、
述べ500人以上が参加）
▼重要の決定／スコーピング告知
◎コメント期間
環境影؉評価の実施や評価される代替案の決定
▼環境影؉評価書案の作成（1983年10月）
ٽ画案と他の代替案が土地利用、人口、住宅、
雇用、交通、アーバン・デザイン、歴史保全、
公共サービス、公共財源等に与える影؉を説明

シアトルのダウンタウンڐ画の策定組
織は、市役所庁内の土地利用交通プロジ
ェ ク ト （ Land Use and Transportation
Project）チームであった。また、庁内関
連局、各種委員会（ڐ画委員会、デザ

◎ҭ題や目標に関する
アウトリーチ
・ワークショップ
・パブリック・フォーラム
・市民意向調査
●ニュースレター

のற市空間に関する複数の代替ڐ画案を

ポートランドのダウンタウンڐ画策定

＜一般市民を対象
とするアウトリーチ＞

■土地利用
交通ٽ画
市ଥ案
No
Allied Limited Regional
Action （1984年
Arts Growth Employment
案
5月） 案
案
Center 案

◎環境影؉評価書案に関する
アウトリーチ
・パブリック・
ミーティング（２回）
・パブリック・ヒアリング
・ハーバーフロント開発
ワークショップ
・市ଥフォーラム
（100人以上が参加）

イン委員会、各地区歴史保全委員会）
、
೪営利団体もڐ画策定に貢献した。
ダウンタウンڐ画の策定過程は図-7
の通りである。プロジェクト・チームは、
まず、バックグラウンド・レポートの作
成、構想代替案（複数）の作成、代替方

▼最終環境影؉評価書の作成（1984年8月）
環境影؉評価書案に対するパブリック・コメントとଵ加分析の組み入れ
■ダウンタウン・シアトル土地利用交通ٽ画の決定（1985年6月）

図-7

シアトルのダウンタウンڐ画策定過程

針案（複数）のためのガイドラインの作成という流れで、

クト・チーム作成：ڐ画素案を修正したもの）
、Allied Arts

プロジェクト・チームのみならず多様な団体や個人が具

案、Limited Growth 案、Regional Employment 案（いずれ

体的な代替方針案を提案できる状況をつくった。実際、
15 の具体的な代替方針案が作成され、そのうちの３つ

も೪営利団体作成）の５つの代替ڐ画案の環境影評価

はプロジェクト・チーム提案、残りの 12 は団体や個人

交通ڐ画案を中心に一般市民を対象とするアウトリーチ

の提案であった。次に、プロジェクト・チームは、ワシ
ントン州環境政策法に基づく環境影評価の対象とする

も行われ（州環境政策法で義務付けられているコメント
期間以外にもパブリック・ミーティングやフォーラムを

ڐ画素案を作成した。そして、ڐ画素案に関する一般市

開催）
、最終的に、環境影評価を経たダウンタウンڐ

民を対象としたアウトリーチ（パブリック・ミーティン
グ、ブリーフィング、書面によるコメント受付）を行っ

画が 1985 年 6 月に決定された。

た上で、No Action 案、土地利用交通ڐ画案（プロジェ

は、ワシントン州環境政策法に基づき、５つの代替ڐ画

- 20 -

を行った(3)。プロジェクト・チームが作成した土地利用

シアトルのダウンタウンڐ画策定過程でユニークな点
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表-2 代替ڐ画案に対する環境影評価における評価項目

ンタウンڐ画策定過程では、これらのڐ画技法が巧みに

●土地利用（新֩開発の֩模、新֩開発の場所、開発容量、現行
ゾーニングとの違い、ウォーターフロント）
●人口、住宅、雇用
●交通（自動車循環、駐車場、歩行者、自転車流、物流）
●アーバン・デザインと美（ൌ、日照と日影、Ӻ路ൌ景と歩行者
アメニティ、スカイライン、眺望回廊、公園・観光ルートからの眺望
やランドマークへの眺望、ウォーターフロントのアーバン・デザイン）
●考古学と歴史保全
●公共サービスとற市基盤（消ේ、ڒ察、公園とレクリエーション、
ヒューマン・サービス、上水道、下水道、廃棄物、メンテナンス、
一般政府、学校、通信、交通）
●公共財政 ●エネルギー（気、自然ガス、交通、建০）
●大気 ●騒音 ●光 ●海岸線自然環境

組み合わされ適用されていた。

案に対する環境影評価が実施されたこと、しかも代替
ڐ画案のうち３つは೪営利団体によって作成されたこと
である。就業者数成ସ、住宅戸数成ସ、土地利用、地上
階の建物利用、密度、ݗさ、交通、オープン・スペース、
Ӻ路環境、保全、インセンティブの各項目において異な
る５つの代替ڐ画案が、表-2 に示す評価項目によって
評価され、その結果を踏まえて、最終的なダウンタウン
ڐ画が作成されたのであった。
しかし、このような多様な主体が参加できる庁内プロ
ジェクト・チーム主導の綿密なڐ画策定過程が実現され
たにも拘わらず、ダウンタウンڐ画が完成してから４年
経った 1989 年には、ڐ画内容（主にダウンタウン中心
において׳容される建物の密度とݗさに関わる分）
に反対する市民グループによって市民代替案（Citizens’
Alternative Plan）が策定され、それが住民投票において
承認され、当初のڐ画が覆されてしまった。
６．調査の総括と今後の研究Ӏ題
調査した４ற市のダウンタウンڐ画策定過程には、策
定組織に多様な主体が参加したこと、策定組織内の活動
だけではなく一般市民を対象とするアウトリーチが積極
的に行われたことなど一般的な共通点はあったが、むし
ろ相違点の方が目立った。例えば、ڐ画策定の方式を見
ても、ڐ画策定を主導する事務局を運営委員会が監督す
る方式（クリーブランド）
、多様な主体が参加する運営
委員会における議論の積み重ねと合意形成を通じてڐ画
策定を進める方式（デンバー）
、これらの複合方式（ポ
ートランド）
、庁内プロジェクト・チームが多様な主体
の提案を受け入れながらڐ画策定を進める方式（シアト
ル）があった。これらの方式の違いは、米国のプランニ
ング研究者 Norman Krumholz 及び W. Dennis Keating も
指摘しているように(f)、各ற市特有の社会経済文化的環
境による。
このようにற市によって異なるダウンタウンڐ画策定
過程において適用されたڐ画技法としては、ニュースレ
ターの配布、ワークショップやミーティング、フォーラ
ムの開催、スタジオの০置、スケッチやスライド・ショ
ー、模型の活用といったアウトリーチ技法やグラフィッ
ク・ファシリテーション、代替ڐ画案の作成とそれらの
評価といった協議技法があった。そして、各ற市のダウ
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今後のӀ題は、日本において研究の蓄積が少ない協議
技法（グラフィック・ファシリテーション、代替ڐ画案
の作成とそれらの評価など）についてより深い事例調査
を行い、その背景にあるڐ画策定の本ࡐを明らかにしつ
つ、日本においてற市空間のあり方について多様な主体
の合意形成を導くための有効なڐ画技法を開発すること
である。
[補注]
(1) 小泉（2001）は、コミュニティ・デザインࠟ論を展開する中で、合意
形成を導くためのڐ画技法は、理念的に、広い範囲の多様な主体に対して
意味のある情報を配達・回収するアウトリーチ技法と意味のある協議過程
を導く協議技法の２つに区別できるとしている。
(2) 市民運営委員会におけるどのような議論の結果フリーウェイ移০提案
が却下されたのかについては、今後、議事の入手・分析が必要である。
(3) 環境影評価では、
複数の代替ڐ画案が並列的に扱われたのではなく、
土地利用交通ڐ画案が本命案で、他の案はその比Ԕ対象であった。
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