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   The Purpose of this paper is to understand the Redevelopment Plan, Design Standards and Design Guidelines

for Mission Bay Area, that were coordinated by the Redevelopment Agency until 1998. In this case study we can

find the possibility of negotiation with the Planning Committee, the Developer, the Citizens Advisory Committee

in the big project of the central area.

   City and County of San Francisco has prepared the Planning Code and the Redevelopment Plan for Mission
Bay. They show resolutions of the Planning Committee about the Mission Bay Project on their web site. Urban
design standards of Mission Bay Area are characterized by the bulk control depended on building’s heights.
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1.はじめに

アメリカの徹底した公開制度に基づく大規模開発プロ

セスは、これまで多数紹介されている。その中で、本報

告は日本において市民参加を含む都市デザインガイドラ

イン行政の導入を薦める目的で、海外先進事例について

紹介するものである。特に、都市デザイン基準およびデ

ザインガイドラインの適用状況をレビューすることで、

デザイン行政上必要な準備項目について把握することが

目的である。

研究の対象は、新しい都市デザイン基準のあり方を探

るため、近年都市デザイン基準を公式に採択したサンフ

ランシスコ市ミッションベイ地区とした。研究の方法は、

2001 年 3 月における現地調査、現地ヒヤリング、都市

計画関連資料、都市計画委員会の決議等の整理を行った。

同地区の計画の開発経緯の研究は、倉田 7)、大野 11）、

佐藤 14）などにより既に行われており、本論ではそれ以

降の市民案、都市計画委員会決議、採択された行政文書、

ディベロッパー(1)の実施設計の比較に基づく、都市デザ

イン基準の策定プロセス、内容、効果に重点を置く。

2.都市計画行政の把握

2-1.サンフランシスコ市の都市計画

既に論文や本にてサンフランシスコ市の都市計画行政

は報告されている 7～14）。したがってここでは、ミッショ

ンベイ地区に関わる基本的な都市計画制度と都市開発の

経緯を簡潔にまとめる。同市が現在使用している主な都

市計画と規制は、①都市計画条例(Planning Code1))、②

都市マスタープラン 5）、③ゾーニングマップ 6）である。

①都市計画条例は、都市計画行政に関わる法的な基本

文書及び数値化した基準である。その第 1 条で、都市マ

スタープラン、ゾーニングマップの定義がなされている

他、地区ごとの細かな基準も明記されている。ミッショ

ンベイ地区の場合、公の意見を聞きながらゾーニング、

容積、用途等を決めていくプロセスを示した同 3 章のゾ

ーニングの決定手続きと、同地区のための特別基準を定

めた同 9 章が主に関係している。②都市マスタープラン

は、テーマ別と地区別の計画を文章と図解の上、ファイ

ル化されている。ミッションベイ地区は、工業用地の転

用利用を含む大規模な再開発見直しが行われた。③ゾー

ニングマップは、建物用途及び容積/高さマップからな

る。

こうした規制項目策定や計画立案に関わる機関は、同

市の都市計画委員会(City Planning Commission)、都市計画

局 (Planning Department) 、 再 開 発 公 社 (Redevelopment

Agency)である。特に、憲章自治体(2)である同市の場合、

議会ではなく都市計画委員会で最終的な決議がなされ、

都市計画局と調整を行いながら、公開審議をしている。

同市の都市計画局は、様々なプランの策定を、都市デザ

インやランドスケープデザインの専門的な内容を含めて

一括的に管轄している。また、再開発指定を受けた地区

には、再開発公社が計画立案指導監督を行う仕組みを採

っている。一方、市民諮問委員会(Citizens Advisory
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Committee)は、第3 者的な公式組織として監視している。

2-2.ミッションベイ地区の行政

ミッションベイ地区の再開発経緯は実に長く、3 期に

分けられる。1981～1984 年の J.ワーニック案、I.M.ペ

イ案等のようなディベロッパーのみの第 1 期、1990 年

までに D.フェインスタイン市長の下、市が主導して低

所得者用住宅等を組み込み、S.O.M.がアメニティ性を重

視した都市デザイン、デザインガイドラインを作成、開

発協定を結んだ第 2 期、経済低迷による開発の遅延、ブ

ラウン市長への交代、前開発協定を破棄して再度検討を

進めたディベロッパーの方針転換、再開発地区指定によ

り、都市計画局から再開発公社に所管を移した第 3 期で

ある。表1 は、この間の開発規模の変遷を示したもので、

計画主体の関心に応じて、開発内容が異なっていること

がわかる。第 2 期のような行政や市民主導の計画案にお

いて、様々なタイプの住戸数の供給、低層の建築形態規

制、オープンスペースの確保、開発規模の低減などの意

図が明確に示されている。第 3 期はディベロッパーの主

導で、大規模な開発利益を求めていることがわかる。そ

れでも、再開発地区指定の効果として、低所得者住居、

オープンスペースの確保がなされ、改善されている点は

評価される。

本論文では、特に現在の実施計画案である第 3 期に注

目している。その特徴は、①市民参加に基づく再開発公

社、ディベロッパー、市民の協力・監視関係が、第 2 期

よりも組織化してきたこと、②都市計画条例でこの地区

を特別に扱い、再開発計画が承認されたこと、③カリフ

ォルニア大学医学部バイオテクノロジー部門の新キャン

パスが南部エリアの中心施設として誘致されたことであ

る。

2-3.市民参加のワークショップ

第 3 期において 1997 年、再開発公社、市民諮問委員

会の監察下で、ディベロッパー側が市民の意向をコーデ

ィネイトするデザインチームを雇い、市民公開ワークシ

ョップが行われた。この際、判断可能な情報の提供(3)、

地区の問題の提供、各回の目標と参加ルールが設定され、

図1 市民公開ワークショップにおける容積配置の検討結果（運河部分）

デザインゲーム中に常に教育的な効果が配慮された。特

に、市民から発言すべき側面であるオープンスペース、

街区単位の建物高さ、密度、駐車場のスタディ、人々の

活動環境づくりについて理解と予測することに目標が定

められた。テーマ設定が最初に明確にされため、短いス

ケジュールで検討できたものと思われる。参加者数は、

60 人～125 人である。参加留意点は、①決定権は、市

民にないことを予め説明しておくこと、②個別の建築デ

ザインには意見を加えないこと、③実現可能な提案とな

るようにアドバイスすること、④市民案の採択された点、

採択されなかった点を公表し、説明すること等であった。

ワークショップの議論の結果は主に、①建物のボリュ

ーム配置のスタディ、②屋外のオープンスペースの配置

と利用について図面上で表現された（図1）。

このワークショップの結論として提案された内容で、

原案の一部変更が次の点で実現化した。①運河沿いのオ

ープンスペース、人道橋による新しい動線の確保、運河

沿いの建物ボリューム配置、高さ規制の考え方、②海岸

部のオープンスペース部分を拡大、海岸部の土地利用を

一体的に再考し、計画道路の位置を変更して海岸部のオ

ープンスペースと建物の配置が連続することとした。②

はディベロッパー、市民双方にとって有利な変更であっ

た。

ワークショップ期間は、6 月～9 月の計 4 回、準備の

ための市民諮問委員会（18 回）、テーマ別ワーキング（26

回、住宅・デザイン・交通等）が行われている。

2-4.都市デザイン基準案とデザインガイドライン案の作

成 1997 年 9 月の公開ワークショップ最終回において、

デザインガイドライン案と景観基準案としてまとめられ
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た。ガイドライン案は、北部の運河沿いに近いほど低い

高さ（50 フィート）に、離れるほどに高く配置する（160

フィート）こと、港湾地区では海岸部へのオープンスペ

ースの連続性、ビュー・コリドーの規定、付置義務化す

る駐車場の規模の規定、オープンスペースにおける不特

定イベント活動の許可等たたき台を作り上げた。

3.都市計画委員会/再開発計画/都市デザイン基準等の作

成

3-1.公式文書の作成プロセス

市民参加の成果、都市デザイン基準案らを経て、市再

開発公社は 1998 年中に、ミッションベイ地区のための

都市計画委員会の決議(9 月)、都市デザイン基準とデザ

インガイドライン（Design Standards, Design Guideline:北

部,南部ともに9 月）、再開発計画書（Redevelopment Plan:

北部エリア=10 月と南部エリア=11 月）を定めた。

3-2.都市計画委員会の決議

市の都市計画に関する最も上位の決議機関が、都市計

画委員会である。1998年以降の議事目録、決議(Resolution)

がホームページで公開されており参照した 2)。これによ

ると、ミッションベイ地区の草案が公開審議されたのは、

5 月 12 日と 6 月 9 日である。この決議(no.14697～

no.14703)が示されたのは、同年 9 月 17 日であり、都

市デザイン基準とデザインガイドラインの発令日と一致

する。決議の中で、再開発公社が作成し、審議会が採択

してきた 1996 年 12 月から 1997 年 10 月の案をさらに

研究し、基準化、財政的にも実行できるものにしたこと、

市民はもとより、市長、都市計画局、地権者の意見を広

くまとめた仕事として、再開発公社を高く評価した上で、

最終案（基本計画、ゾーニング、都市デザイン、自然環

境の保全、大規模建築、近隣環境、オープンスペース、

交通、芸術等の方針）を採択(adopted)した。

3-3.都市デザイン基準書

本書は、都市デザインを行う最も重要な書類として準

備されたが、ワークショップの結果と整合し、かつより

専門的な形態規制の数値化が図られているのが特徴であ

る。内容は1.概要、2.用語の定義、3.都市デザイン基準、

4.デザインガイドライン、5.市民諮問委員会からのデザ

イン目標の 5 つの章から構成されている。特に、3 章の

都市デザイン基準について、エリア内の地区区分、建物

用途（住宅、レンタル、公共施設の 3 種）、高さ規制、

低層、中層、高層の 3 層コンセプトに基づく別表及びダ

イヤグラムで基準化（表 2～4,図 2～3,図 7）、高層棟の

隣棟間隔の規制（図 4）壁面の連続性を意図させた規定

（図 5,6）、オープンスペース設置場所の規定、採光と通

風、ビュー・コリドー、積み荷スペース、駐車場（表5）、

屋外広告物規制が数値化されている点が注目される。こ

れらの基準は、用途に応じて北部エリアと南部エリア設

定を変えている。また、運河沿いの高層棟のセットバッ

ク値は 1997 年の市民案 150 フィートから、より容積を

重視した 100 フィートと変更されていることもわかる。

先行して実施計画が進んでいる北部エリアの住宅棟と南

部エリアのキャンパス棟では、こうした基準が既に実際

の建築に適用され、その効果が示されたといえる(図8)。

ただ、3 層コンセプトの規制方法の場合、街区内で高

層棟を先に立てた方が有利になり、後で高層棟を建てる

機会が減少すると思われる。早いもの勝ち、角地優先、

街区単位優先で建設促進を意図しているように思われる。

3-4.デザインガイドライン

都市デザイン基準書とセットして、例えば北部エリアの

場合、次のようなデザイン誘導を行っている。①オープ

ンスペース・ガイドライン、②住宅ガイドライン、③レ

ンタル及び複合用途ガイドライン、④駐車場ガイドライ

ン、⑤街路ガイドラインの 5 種からなり、同市の街区パ

ターンの伝統、都心域、港湾部、公園らへの視覚的かつ

動線的連結、住宅地や商業地に応じた通り沿いの景観、

建築意匠の自由度を確保したフレキシブルな都市デザイ

ンのダイヤグラム等が図解して準備されている。

例えば、①のオープンスペースの場合、運河沿いの公

共への規定項目で、歩道のランドスケープ、ベンチ、プ

ラットフォームへの配慮、天然素材の使用、エコロジー

や野鳥への配慮が記入されている他、街区内広場で商業

活動は禁止されているが、隣接したカフェのテーブルを

誰もが使用できるように屋外に並べることは許可される。

デザインついて印象に残るような歩道のデザイン、水の

モチーフの使用、樹木、歩行者空間を強調するとしてい

る。一方、民間のオープンスペースとして、集合住宅の

連続したバルコニーまたは個々のバルコニーのデザイン、

街区内にある中庭のデザイン、屋上や駐車場階の庭のデ

ザイン、オープンテラスのデザインに配慮すること、公

共のオープンスペースに調和して連続すること、屋上の

コミュニティ施設は、道路を挟んだ歩道側から見えない

ようにセットバックし、大部分をガラス等の透明なデザ

インとするなど、現代的な建築手法を想定している。

南部エリアの商業・工業系ガイドラインの例としては、

外壁の連続性を進め、歩道レベルで表情あるデザインを

推奨している。また、道路沿いの海やダウンタウンへの

眺望の保全、高層棟の配置について、ランドマークとな

る角地への誘導、海岸部のオープンスペースに面する街

並みの演出等が誘導されている（図9）。

一方、大学キャンパスは建設が既に始まり、建物デザ

インに関してはガイドラインの記述がないが、質は高い。
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3-5.再開発計画書

1990 年の都市計画委員会で採択された都心部海岸地

区の計画以降、都市計画条例第 1 条（§101-1,§103）

に基づく計画として再開発公社が担当してきた。1996

年に都市計画委員会で採択された案(Motion no.14255)を

ベースにし、本計画に基づき既成市街地とは別の新しい

都市計画規制を作成する許可を得ている。1998 年 11 月

までに都市デザイン基準とデザインガイドラインと平行

して再開発計画書が作成された。

本計画書の目的は、同地区の土地利用計画、公共施設

配置、地区の事情に合わせた計画のフレキシビリティの

確保、不動産所有者の地区全体計画への参加の場の提供、

低所得者用の住宅供給、交通計画、オープンスペースの

計画にある。特に都市デザインについては都市デザイン

基準と異なりすべて文章で記述されている。内容は、①

歩行空間の外壁の扱い、②海やダウンタウンへの眺望の

確保、③運河への動線と視認性の確保、④オープンスペ

ースとビュー・コリドーに配慮した建築の確立、⑤高品

質の建築とランドスケープの獲得、⑥建築物群の重要性、

交差点の建築的要素のバラエティの強調、⑦色や形によ

Reports of the City Planning Institute of Japan No.1 2003/04/25

- 13 -



る強いコントラストの回避など、原理原則が記述されて

いる。

さらに、本書で重要なのは、土地所有者と再開発公社

の権限上の取り決めが記されている点である。主として

不動産の所有者は、この地区の場合、土地を所有してい

るディベロッパー、大学、関連企業である。こうした所

有者の計画参加、都市計画条例(§304)に基づく都市開

発費用の確保を約束する一方で、再開発公社の不動産所

有者に対する権限の種類、コミュニティ再開発法に基づ

く税制規定、土地利用規制、民有地と公有地に等しくか

けられる様々な規制内容について記されている。

ただし、本書には市民の参加に関する規定が書いてい

ない。今後監視はできても、市民参加による立案は、デ

ィベロッパーの判断に委ねられているものと思われる。

3-6.都市計画条例での規定

1999 年 3 月から準備されていた都市計画条例の改正

は、2001 年 3 月に承認され、第 9 条にミッションベイ

地区の規定が定められた。内容は、①目的、②用途、③

密度、④高さ、⑤建築形態、⑥オープンエリア、⑦駐車

場、⑧サイン等で、都市デザイン基準に示された許可基

準が、そのまま適用され、全市の統一的な法的な基準と

同等になった。こうした地区ごとの建設許可基準の設定

は、特定の地区に独自の都市計画規制を作成する考え方

である。

4.都市デザイン基準策定以降の市民との関わり

4-1.都市計画委員会

都市計画委員会は、毎週市庁舎の立派な部屋で行われ

ており、審議内容は、都市計画規制をはじめ、公共性の

高い大規模開発や建築物の審議を公開で行っている。答

弁者は、模型やメディアを用いてアピールすることがで

き、観客席からの申告により一定時間内のパブリック・

ヒヤリングも受け入れている。1998 年9 月の決議以降、

ミッションベイ地区では、実施の進行に応じて街区ごと

の問題などをたびたび報告、審議している(図10)。

4-2.市民諮問委員会

ワークショップ以降も市民有志で定例の毎月一度会合

を公開で行っている（図 11）。議事内容は、建物やイン

フラに関する総合計画や建設が実施計画に移った街区な

どの報告を、ディベロッパーや自治体から受け、勉強す

るものである。こうした勉強会は、都市計画委員会での

パブリック・ヒヤリングの際に活かされ、その発言は第

3 者としての監視機能を持っている。したがって、勉強

会での情報公開が、公共民間とも徹底して行われている

ことが背景にあって、成り立っている仕組みである。

図10 都市計画委員会（ミッションベイ関連2001 年3 月8 日）

図11 市民諮問委員会（ミッションベイ関連2001 年3 月8 日）

図12 ヴィジター・センターにおける展示状況（2001 年3 月）

4-3.ヴィジター・センターの活用

ミッションベイ地区内にあるディベロッパー・カテラ

ス社屋の一角に展示室（図 12）を備えている。プロジ

ェクトの経緯やワークショップの成果、先行して進めら

れている実施設計の内容を一般に公開しており、継続的

な情報公開を積極的に行っている。市民諮問委員会もこ

こで行われている。
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5 .まとめ

本論は、1997 年以降のミッションベイ地区の計画策

定プロセスをレビューし、都市計画委員会、都市計画局、

再開発公社、市民諮問委員会の役割を確認した上で、都

市計画条例、再開発計画、都市デザイン基準、デザイン

ガイドラインの策定プロセスと内容を示した。

今回明らかにした中で、学んだことは次の4 点である。

①審議内容が常に公開されており、専門的な議論が公の

場で行われている。計画立案過程で地区、街区ごとのよ

り詳細な計画規制項目を定めることを可能にしている。

審議の結果を、明確に説明し、成果として、条例、計画、

基準づくりに結びつけている。HP 化整備も進んでいる。

②市域全域を一律の条例で規制するのではなく、再開発

公社が地区ごとの状況に合わせて、より多くの意見を集

めながら合意を形成し、新たな条例条項と地区の基準を

約2 年間で作成し、都市計画委員会の採択を得ている。

③ワークショップにおけるボリュームのスタディを通じ

て、街区形状や周辺環境に応じたあるべき建物ボリュー

ム配置を探し出している。結果、ボリュームを 3 層に分

けて、街区ごとに高さ規制をかけるべき部分を見い出し、

独自の都市計画規制として数値化に結びつけている。

④市民と議論を重ねるべきポイントは、人の動線、オー

プンスペースの配置、建物や駐車場のボリューム配置等

にあり、市民参加の都市デザインとしてあるべき取り組

み方を示した。実施案に反映し、効果も現れてきている。

補注：

(1)Catellus Development Corporation (http://www.catellus.com/)を指す。1868

年以降ミッションベイ地区を開発した鉄道会社サザンパシフィックとウ

ェスタンパシフィック合併後、不動産部門が分離独立した。

(2)サンフランシスコ市の憲章(Charter,1931 年-)に示されている様に、

都市計画委員会で最高決議を行う。市議会(Board of Supervisor)とは独

立し、現在、委員 6 人と都市計画局長,ゾーニング部長、秘書の構成によ

る都市計画委員会で、決議がなされている。(2001 年3 月)

(3)たとえば、基準となったディベロッパーによる最初の案の特徴は、街

路パターンにあり、サンフランシスコ市の歴史的中心市街地のパターン

であ Vara block(100varas×150varas グリッドの街区のこと,100varas=275

フィート、歩行で約 1 分の距離）を使用し、工業地区の区画を再編成し

た。現在まで再開発計画（1998）継承されている。
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