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気候変動適応で都市の沿岸部の空間はどう変わるのか？

－Climate Ready Boston が今後進行する地区の踏査報告－

How will be the coastal urban spaces transformed by climate change adaption? 
: A report on the areas where Climate Ready Boston initiatives will be implemented 
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A climate change adaptation initiative called Climate Ready Boston is underway in Boston, USA. As measures to 
reduce flood damage in the coastal areas, which is likely to occur frequently as the tide rises, plans for spatial 
reorganization in those areas are shown in the initiative. How will the coastal spaces change in the future? From 
August to September 2019, field surveys and interviews with three landscape architects involved in the plans were 
conducted to grasp the current situation as well as future image. The results are reported in this paper. 
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1. 背景と目的

沿岸に立地する都市は，気候変動にともなう海面上昇の問題

に直面している。IPCC（気候変動に関する政府間パネル）第 5

次評価報告書によれば，2018～2100 年の世界平均海面水位は，

1986～2005年よりも0.26～0.82m上昇すると予測されており，21

世紀中の上昇率は，1971～2010 年に観測された上昇率を上回る

可能性が非常に高いとされる1)。海面上昇にともない頻発するこ

とが予想される浸水被害に備え，脆弱な沿岸部の空間をいかに再

編するか，都市の持続可能性の観点から都市デザインや景観建築

の分野で重要な課題となっている。 

約半分の面積の土地が海の埋め立てによって出来たボストン

市（アメリカ合衆国マサチューセッツ州）も例外ではない。1630

年に清教徒が市を設立させた頃は，浅い干潟に氷堆丘の島が点在

していた。19 世紀に入り急激な拡張の要求を背景に干潟が埋め

立てられ，2,000ha以上の土地が造られた2)。このような開発経緯

の結果，高潮位よりわずかに高い沿岸部の土地に住宅や施設が集

積し，海面上昇に対して脆弱な都市構造となっている3)。 

このようなボストン市では，注目すべき気候変動適応策が行

われており，その経緯や内容については，法政大学地域研究セン

ター（2019）4)が詳しく報じている。同報によると，市主導で2000

年より気候変動緩和策が進められ，その後，2012 年のハリケー

ン・サンディによる浸水被害もあって，全行政計画の見直しや対

策事業の立ち上げが検討されるようになり，2016 年，気候変動

適応報告書「Climate Ready Boston Final Report」としてまとめら

れた。その報告書には，最新の気候変動予測と脆弱性の評価に加

えて，コミュニティの連携強化，海岸の保全，インフラの強化，

建物の適応と，多方面での適応策が掲げられ，沿岸部での空間再

編についても具体的な方向性が示されている。 

以来，気候変動適応イニシアティブClimate Ready Boston（以

降CRBと略記）は，短期，中期，長期の各方面にわたる取り組

みとして続けられており，その状況が市のホームページ上で公開

されている5)。特に，低地の多い沿岸部の各地区を対象として，

水害の抑制と親水性の向上の両立を目的とする空間の再編計画

が次々と公表されている。計画には，防潮堤の改築，地盤のかさ

上げ，歩道デッキや緑地公園の建設，再生干潟の形成など，かな

り具体的な空間のイメージが示されている。したがって，これら

の計画の実施により，沿岸部の状況が大きく変わると予想される。 

気候変動適応，特に海面上昇に備える空間再編で，都市の沿

岸部はどのように変わるのか。前述の報告は，沿岸部の現況や，

それが今後どう変わるのか，といったことは触れていない。そこ

で本報では，CRB が今後進行する各地区の現況を把握し，どの

ように変わり得るのかを明らかにする。計画が実施される前の状

況を記録しておけば， 将来，実施後の状況と比較することが可

能となる。さらに，ポスト五輪の東京湾岸や，万博にともなう開

発が進むと予想される大阪湾岸など，国内都市の沿岸部について，

海面上昇に備える空間再編のあり方を検討する上での知見とな

り得る。 

【図-1】空間の再編計画が示されている沿岸部の地区 
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 2. 方法

現在，図-1に示す沿岸部の各地区で具体的な計画が策定されて

いる。このうち，2019 年 8 月の時点で計画が公開されていたチ

ャールズタウン（Charlestown），イースト・ボストン（East Boston），

ノース・エンド（North End），ダウンタウン（Downtown），サウ

ス・ボストン（South Boston），モークレイ・パーク（Moakley Park）

において，同年8月6日から9月7日にかけて計画の対象地を踏

査し，現況を写真で記録した。また，計画の策定に関わっている

景観建築家（Landscape Architect）3名に対してインタビューを行

った。調査結果にもとづき，海面上昇に備える空間再編によって，

沿岸部の空間がどのように変化するのかについて考察した。 

3. 結果 

3-1. チャールズタウン 

本地区は，市の北側に位置し，ミスティック川とボストン湾に

面している（図-1）。標高 34m のバンカー・ヒル(1)を頂点とする

丘陵に住宅が分布し，沿岸には，図-2 のように運動公園，複合

施設(2)，平面駐車場が，さらに地図より東には港湾施設，病院，

軍港が立地している。 

本地区を対象地としたCRBの地区計画報告書6)によれば，丘陵

の北麓の低地が高潮の浸入口になり（図-2の大きな矢印），内陸

部の市街地に浸水被害をもたらすと予想されている。また，この

浸入口に立地している複合施設と運動公園への浸水被害も予想

されている。 

これより踏査中に撮影した写真で，現況とCRBによる計画の

内容を記述する。図-2 に撮影地点を①～⑤の番号で，撮影方向

を矢印で表した。 

写真-1（撮影地点①）は，ミスティック川沿岸に立地する運動

公園の水際の現況を示している。水際は約2mの石積護岸となっ

ている。運動公園は市有地で公園余暇部門によって管理されてい

る。2030年代に年率1%の確率で高潮による浸水の被害を受ける

ことが予測されるとともに，内陸への浸水も引き起こすとされて

【図-2】チャールズタウン地区の計画対象地（一部） 

いる。そのため，外周を最大1.5フィート（約0.5m），最も低い

野球場を3フィート（約0.9m），次期改修時にかさ上げする計画

である。一方，水際には階段デッキ，水上デッキ，ボート進水路，

塩性湿地を整備し，親水性を高めることになっている。 

写真-2～4（撮影地点②～④）は，ミスティック川沿岸に立地

する民間のオフィス系複合施設と附属平面駐車場の水際の現況

を示している。こちらも約2mの石積護岸となっている。高潮の

浸入口になるとともに，2030年代に年率1%の確率で高潮による

浸水の被害を受けることが予測されている。そのため，駐車場の

土地を2フィート（約0.6m），ところによっては最大7.5フィー

ト（約 2.3m）までかさ上げし，公園と園路を整備することで，

2070年代に年率1%の確率で起こる高潮に余裕高1フィート（約

0.3m）で対応するとともに，親水性を高めることになっている。

さらに，地先に塩性湿地，石積みの防波堤，岩礁を形成して沿岸

の生態系を再生するとともに，階段デッキや水上デッキを整備す

る計画である。 

写真-5（撮影地点⑤）は，ミスティック川から浸入する高潮が，

内陸に向かって通り抜けると予測されている箇所である（図-2

の〇）。正面の道路が写真の右方（バンカー・ヒル方面）に向か 

【写真-1】運動公園の水際 

【写真-2】複合施設の水際 

【写真-3】複合施設の水際 
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 って上っており，左方も若干上りとなっている。写真の破線で示

す区間を最大2フィート（約0.6m）かさ上げすることで，高潮

が内陸に向かって進まないようにする計画である。画面中央左の

線路敷跡地に新たな道路を通す事業に合わせて，周囲の歩道や宅

地の一部も含めたかさ上げ工事が行われることになっている。

【写真-4】複合施設の水際 

【写真-5】道路の最低区間 

3-2. イースト・ボストン 

本地区は，市の東側に位置し，チェルシー川，ミスティック川，

ボストン湾に面している（図-1）。標高10～20mの複数の小丘と

低地に住宅が分布し，東側には国際空港の埋立地が広がる。近年，

西側のボストン湾沿岸部で開発が進んでいる（図-3）。 

本地区を対象地としたCRBの地区計画報告書7)によれば，高潮

の浸入口が4ヶ所予測されている（図-3の大きな矢印）。そのう

ち2ヶ所（浸入口1，浸入口2）がより深刻で，現在既に年率1%

の確率で発生するとされる。さらに，2030年に年率1%の確率で

1ヶ所（浸入口3）が予想されている。これら3ヶ所から浸入し

た高潮は，マージナル通を経て緑道（周囲より低い）に入り，緑

道につながる内陸の公園（図-3 の右上隅）や周辺の街区，さら

に付近を走行する地下鉄換気口や車道トンネルにまで入り込む

ことが予測されている。また，2030年代に年率1%の確率で別の

1ヶ所（浸入口4）が予想されている。図-3に撮影地点を⑥～⑩

の番号で，撮影方向を矢印で表した。 

写真-6（撮影地点⑥）は，集合住宅等の建設が進む現況を示し

ている。約2mの護岸に沿って石が積まれている。左側の建物の

1階部分はピロティとなっており，一部は機械室や倉庫となって

いる。また，右側の建物の敷地は周囲の街路より1.5m程度高い。

海岸線と同レベルの街路は，現在でも年率1%の確率で高潮によ

る浸水の被害を受けることが予測されるとともに，マージナル通

から緑道への浸水も引き起こすとされている。そのため，海岸線

【図-3】イースト・ボストン地区の計画対象地（一部） 

【写真-6】集合住宅等の建設が進む水際 

【写真-7】集合住宅の横で埠頭公園の整備が進む地点 

に沿って高架遊歩道（高さは明記されていない）を整備するとと

もに，正面の通りの海側に可倒式の防潮扉を設置することが提案

されている。 

写真-7（撮影地点⑦）は，近年完成した集合住宅と整備中の埠

頭公園（写真右側）の現況である。集合住宅の敷地は海岸の歩道

より 1.5m 高い。ここも，年率 1%の確率で高潮による浸水の被
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 害を受けることが現在予測されるとともに，マージナル通から緑

道への浸水も引き起こすとされている。計画では，間の道路も公

園に取り込み，現状より5.5フィート（約1.7m）地盤をかさ上げ

して埠頭公園を整備することで，高潮の浸入を防ぐとされる。

写真-8（撮影地点⑧）は，集合住宅の建設が進行中の海岸であ

る。2030年に年率1%の確率で高潮の浸入口になると予測されて

いる。住棟の周囲にかさ上げされた遊歩道が配置される計画とな

っており，住棟の周囲では既に工事が進んでいた。 

写真-9（撮影地点⑨）は，軌道跡に造られた緑道の入り口部分

である。年率1%の確率で現在起こるとされる浸水位より1フィ

ート（約 0.3m）低い。現状より 5.5 フィート（約 1.7m）地盤を

かさ上げし，芝生または舗装の広場にすることが計画されている。 

写真-10（撮影地点⑩）は，ボストン東部指定港湾地域の土地

である。船のドック跡地であり軌道が残っている。2030 年に年

率1%の確率で高潮の浸入口になると予測されている。予想され

る高潮の浸水位を超える高さまでかさ上げされた水辺公園が計

画されている。 

【写真-8】集合住宅と遊歩道の整備が進む地点 

【写真-9】高潮の浸入が予想される緑道入り口の地点 

【写真-10】かさ上げされた水辺公園が整備される予定の地点 

3-3. ノース・エンドとダウンタウン 

両地区は，市の中心部に位置し，ボストン湾に面している（図

-1）。北側のノース・エンド地区では，標高18mのコップス・ヒ

ルを中心に住宅が分布し，沿岸には運動公園の他，埠頭の上に集

合住宅，複合施設，ホテル，駐車場が立地している。また，ダウ

ンタウン地区の沿岸には，公園の他，埠頭の上に集合住宅，複合

施設，ホテル，水族館が立地している。かつて，高架道路が内陸

部と沿岸部との間を横切っていたが，2008 年に地下化され，地

上部が緑道となった（図-4）。 

両地区を対象としたCRBの地区計画報告書は未だ公開されて

いないが，地元説明会の資料が公開されている8)。その資料によ

ると，まずノース・エンド地区の運動公園付近で既に浸水が生じ

ていることが指摘されている。その公園を撮影したのが写真-11

（撮影地点⑪）である。リニューアル工事が進行中であったが，

COVID-19拡大の影響で2020年7月現在，工事は中断している9)。

前述の資料によると，18フィート(約5.5m)の想定高潮位(2050年)

と同じ高さまで運動公園をかさ上げするという。 

また，ダウンタウン地区の写真-12（撮影地点⑫）付近が現在

でも内陸に向かう浸水の入口となっている。地元説明会の資料10)

によると，埠頭の外周に現状地盤レベルより5フィート（約1.5m）

高い遊歩道を設けるとともに，内陸側にある緑道の外周も交差点

を含めて 5 フィート（約 1.5m）かさ上げするという，二重の対

策が示されている。なお，当地点の南側に水族館があるが，その

改築にあわせて水族館の外周に防潮用の緑地帯や遊歩道が計画

されているほか，海上には潮位に応じて上下する水中観察用のデ

ッキ案も示されている。 

【図-4】ノース・エンド，ダウンタウン地区の計画対象地（一部） 
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【写真-11】改築中の運動公園 

【写真-12】高潮の浸入が予想される埠頭付近 

3-4. サウス・ボストン 

本地区は，フォート・ポイント・チャンネルをはさんでダウン

タウンの南東に位置している（図-1）。南側にある標高42mのテ

レグラフ・ヒル（地図の範囲外）を中心に住宅が分布し，北側の

ボストン湾に面する広大な埋立地には，港湾施設や産業団地があ

る他，近年，オフィスビルや集合住宅の建設が進んでいる（図-5）。 

本地区を対象地とした CRB の地区計画報告書11)によれば，埋

立地の土地は低く，広範囲にわたる浸水が予測されている。写真

-13（図-5 の撮影地点⑬）は，フォート・ポイント・チャンネル

の東岸，現在は広大な平面駐車場の広がる面積40ha の地区計画

エリアの沿岸部であり，2030年代に年確率1/5の高潮の浸入が予 

【図-5】サウス・ボストン地区の計画対象地（一部） 

測されている。大企業の新本社屋建設をはじめとする開発ととも

に，沿岸に連続的なオープンスペースを確保する計画が示されて

おり，幅40-50フィート（12-15m）の遊歩道，およびその内陸側

に想定高潮位より高い盛土が整備されるという。 

また，その北にある博物館の沿岸部でも，年確率1%の高潮が浸

入し，前述の高潮と合流してさらに内陸部へ浸水すると予測され

ている。写真-14（撮影地点⑭）は，博物館の沿岸部に2019年6

月供用開始したばかりの Martin’s Park（設計：Michael van 

Valkenburgh Associates）である。幅30フィート（9m）の遊歩道

と建物との間に，植栽された盛土（高さ3m）が造成され，盛土

の斜面を利用した遊具が整備されている。ただし，この公園と遊

歩道との間には連絡通路があり，その間は盛土がない。通路から

の浸水を遮断する防潮扉のような設備はない。 

さらに，ボストン湾に面するエリアでも高潮の浸入が予測され

ている。写真-15（撮影地点⑮）は，浸入口とされる箇所付近で

ある。埠頭上に建設された集合住宅の周囲に，Pier 4 Waterfront 

Park and Plaza（設計：Reed Hilderbrand LLC Landscape Architecture）

が整備されていた。設計者に確認したところ，この集合住宅プロ

ジェクトでは，2070年の想定高潮位に対応して旧埠頭がかさ上 

【写真-13】開発が予定されている地区計画の沿岸部 

【写真-14】Martin’s Park 

【写真-15】Pier 4 Waterfront Park and Plaza 
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【図-6】サウス・ボストン地区の計画対象地（一部） 

【写真-16】海岸通りの沿岸部 

【写真-17】リザーブド・チャンネルの沿岸部 

げされた一方，遊歩道が水上に設けられた12)。高潮への対応と親

水性の向上の両立が図られた事例である。遊歩道を水上に設ける

ことの難しさについても質問したところ，そもそも埠頭の外郭線

に沿って設けたものなので何ら問題はない，とのことであった。 

また，写真-16（図-6 の撮影地点⑯）も，浸入口とされる箇所

である。本地区の海岸通りであるが，2070 年の想定高潮位に対

応して階段デッキが設けられ，水上に張り出す形で遊歩道が設け

られる計画が示されている。ただしこれは長期的な計画であって，

短期的には現在の手すりの位置に防潮堤が整備され，その後，防

潮堤を覆う形で，前述の階段デッキが整備されるとのことである。 

本地区における北側の埋立地と南側の丘陵部との境目に，リザ

ーブド・チャンネルと呼ばれる水域が内陸深くまで入り込んでい

る（図-6）。沿岸には物流倉庫等の産業用地が並んでいる。ここ

も高潮の浸入が複数箇所で予測されている。写真-17（図-6 の撮

影地点⑰）はそのうちの1箇所で撮影したものである。海岸通り

に沿って防潮堤が整備されるほか，広範囲の水域に塩性湿地が整

備され，高潮の勢いを弱めることが計画案として示されている。 

3-5. モークレイ・パーク 

正式名称はジョー・モークレイ・パークだが，CRB ではモー

クレイ・パークと呼ばれている。サウス・ボストンの南端に位置

し，ボストン湾に面する面積24haの市内最大級の公園である（図

-1）。前面には公共海水浴場（写真-18，図-7の撮影地点⑱）があ

り，背後には手頃な価格の住宅街が広がっている（図-7）。公園

の外周には広幅員の車道があり，海水浴場や住宅街との間の行き

来が難しい。園内には，10以上の少年野球場（写真-19，図-7の

撮影地点⑲）の他，サッカー場，陸上競技場兼フットボールスタ

ジアム（写真-20，図-7 の撮影地点⑳）の他，保育所や遊具広場

がある。低地のため水はけが悪く，雨が降ると水浸しとなり施設

利用に支障の生じることが問題となっている13)。 

本公園を対象にデザインコンペが開催され，選定された設計者

らによって，2019 年に地元説明会で計画案が示されている。そ

の際に用いられた資料14)によれば，2070 年代にはこの公園から

年率1%の確立で浸入する高潮が，背後の住宅街に水害をもたら

すと予想されている（図-7）。そのため，想定される高潮位より 

【図-7】モークレイ・パークの計画対象地 
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 高い盛土を園内に配置することが提案されている。ただ，治水に

特化した盛土ではなく，丘陵部と鞍部が公園全体で交互に並ぶよ

う平面形が工夫されている。さらに，そのような特徴的な地形に

そった動線や建築の配置が計画され，治水機能だけでなく，回遊

性や空間の質の向上もはかられている15)。 

【写真-18】公共海水浴場（カーソン・ビーチ） 

【写真-19】モークレイ・パーク内の野球場 

【写真-20】モークレイ・パーク内のスタジアム 

4. まとめ 

CRB が今後進行する各地区の現況と，予想される変化につい

て，以下のことを把握した。 

各地区において，住居系，商業系，産業系の施設が水際まで集

積していた。しかし，将来の潮位上昇に備えて地盤のかさ上げが

行われた所は，一部を除いてほとんど見られなかった。また，

CRB の地区計画に示されているような，防潮堤を兼ねる遊歩道

や階段デッキ，かさ上げされた公園，塩性湿地，岩礁が実現され

た所はなかった。 

一方，このような現況にCRBの地区計画の完成予想図を投影

してみると，沿岸部の景観が大きく変わることが予想される。変

化後の景観は，数少ない実現例のMartin’s Parkが示している。す

なわち，水際まで施設で占められる状況から，湿地，緑地，オー

プンスペースが連続する状況への変化である。 

CRB では津波被害は想定外のため，国内に直接応用すること

は難しいと考えられる。しかし，ポスト五輪の東京湾岸やポスト

万博の大阪湾岸はじめ，国内の沿岸部における空間再編のヒント

を得るべく，CRBの進捗状況を今後も注視すべきである。 
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補注 

(1) 独立戦争にちなむバンカー・ヒル記念塔は，バンカー・ヒル

の南隣の丘ブリーズ・ヒルに位置している。 

(2) オフィス，飲食店，学校等がテナントとして入っている。 
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