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超高層建築物の群化による複合的環境影響に関する研究
－武蔵小杉駅周辺市街地を対象に－
A Study on the Cumulative Environmental Impacts of the Clustered High-Rise Buildings
: A Case Study of Musashi-Kosugi, Kawasaki
木村颯希*・真鍋陸太郎**・村山顕人**
Soki Kimura*･Rikutaro Manabe**･Akito Murayama**
In Tokyo, the development of high rise buildings are showing a trend of clustering to particular districts. Therefore,
the cumulative impacts on urban environment should be measured in addition to the individual impact to address the
actual impact caused by the combination of multiple developments. However, the current environmental impact
assessment (EIA) system in Japan only evaluates the impact of individual developments, which may lead to the
underestimation of the cumulative impacts of the multiple buildings. In this research, we have measured or
accumulated the cumulative environmental impacts of the clustered multiple high-rise developments located near
Musashi-Kosugi Station in the City of Kawasaki. We have made clear that the current EIA system needs to be
improved be able to measure the cumulative impacts and to streamline the procedures for future development
elsewhere. This research should help improve the current EIA system
.
Keywords:
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超高層建築物、環境影響、環境アセスメント制度、武蔵小杉
る影響を、ARCHICAD 22 上で動くアドオンプログラムである

1. はじめに

「Shadow Planner for ARCHICAD 22 / 22 Solo」を用いてシミュレ

首都圏においては、規制緩和や都市再生の潮流が強まってい

ーションを行った。

ることなどを背景に、近年超高層建築物の建設が相次いでいる。
首都圏郊外における超高層建築物の立地特性としては、
都心から

3. 対象地区の概要

放射状に延びる鉄道路線沿線への集中や既成市街地における開
発の増加などの傾向が中野ら(2018)1)によって明らかになってい

本研究の対象地区である川崎市中原区の武蔵小杉駅周辺市街

る。
このような超高層建築物の集積による周辺市街地環境への影

地は、近年多くのタワーマンションが建築され、急激に超高層建

響が懸念されている。
環境影響評価法や地方自治体による環境ア

築物の集積が発生している地域である。

セスメントに関する条例によって大規模開発を行う際の環境ア
セスメントの実施が義務付けられているが、
これらは個別の開発
に対する評価を対象としている。
超高層建築物が集積して立地す
る地域では、複数の開発によって影響を受けているために、個別
開発にのみ注目した環境アセスメントでは周辺環境へ与える影
響を正確に測ることができないことが懸念される。
そこで本研究では、近年超高層建築物の集積が発生している
武蔵小杉駅周辺市街地を対象に、
複数の開発による複合的な影響
がどのように予測されているか、
そして実際に発生している影響
を調査する。
この結果を個別の開発に対する環境アセスメントの
結果と比較することによって、
市街地環境への影響をより正確に
予測する方策を検討するための基礎とすることを目的とする。
2. 研究の手法
本研究では、川崎市条例に基づく環境影響評価書をはじめとす
る文献調査を行い、
個別の開発における環境影響評価の実態を確
認した。また、川崎市環境局環境評価室、同教育委員会事務局、

【図-1】武蔵小杉駅周辺地区開発概要

同まちづくり局拠点整備推進室へのヒアリングを行い、
現制度の

これらの超高層建築物は、再開発等促進区を定める地区計画に

意義および課題を確認した。また、日照に関しては複合日影によ

よる容積率の緩和を受けて建設されている。

* 国土交通省(Ministry of Land, Infrastructure, Transportation and Tourism)
**正会員・東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻(The University of Tokyo)

- 87 -

公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.18, 2019 年 5 月
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.18, May, 2019

川崎市都市計画マスタープランは市全体の構想を定める「全体

起こしているもの

構想」各区における構想を定める「区別構想」そして重点地区に

環境アセスメントでは予測されていなかった

小中学校における

おけるプランを定める「まちづくり推進地域構想」の 3 層構成と

ものの、
環境アセスメント以外の場で複合影響

児童・生徒数の増加

なっている。
全体構想において川崎市は生活行動圏を念頭に置い

が予測されている項目

た都市構造を目指しており、
武蔵小杉駅周辺地区は鉄道の利便性

環境アセスメントにおける予測が不適切であ

を活かした広域拠点として位置づけられており、多様な都市機

る可能性がある項目

能・良質な都市型住宅の建設を誘導することで、計画的な複合的

環境アセスメント等の対策によって、
ある程度

土地利用による都市機能の強化とともに商業業務エリアの形成

課題が軽減されている項目

を目指すとしている。

以下、それぞれの類型ごとに詳細な分析を行う。

道路混雑

風害

また、この地区におけるまちづくり推進地域構想である「小杉
駅周辺まちづくり推進地域構想」では、広域拠点として都市機能

6. 複合的な影響を考慮すべき項目の分析

の集積を図ることとされ、土地利用・交通体系・都市環境・都市

6-1. 概要

防災の 4 分野における方針が示されている。なお、建築物等のボ

川崎市はでは条例により、一定規模の開発に対して環境影響評

リュームは定められていないため、
地区計画等によって示される

価を行うことを義務づけている。
そのうち最も環境負荷が大きい

ことが想定されている。

とされる第一種事業では、武蔵小杉駅周辺で 12 地区存在してお
り、
また平成 7 年の改正以前で環境影響評価の対象となっていた

4. 川崎市の環境影響評価制度の概要

事業が 2 件存在している。

川崎市はでは条例により、一定規模の開発に対して環境影響評

環境影響評価において事業者が評価することが求められてい

価を行うことを義務づけている。
そのうち最も環境負荷が大きい

る項目として大気、水、土、生物、緑、騒音・振動・低周波音、

とされる第一種事業では、武蔵小杉駅周辺で 12 地区存在してお

廃棄物等、構造物の影響（景観、日照阻害、電波障害、テレビ受

り、
また平成 7 年の改正以前で環境影響評価の対象となっていた

信障害、風害）
、地域社会（コミュニティ施設、人と自然とのふ

事業が 2 件存在している。

れあい活動の場、地域交通、歴史的文化的遺産）
、安全、温室効

環境影響評価において事業者が評価することが求められてい

果ガスが定められている。
この中から事業による影響がある項目

る項目として大気、水、土、生物、緑、騒音・振動・低周波音、

を抽出して評価を行っている。

廃棄物等、構造物の影響（景観、日照阻害、電波障害、テレビ受

川崎市の環境影響評価制度の特徴としては、第一種・第二種・

信障害、風害）
、地域社会（コミュニティ施設、人と自然とのふ

第三種と区別を行うことを通して比較的小規模な開発に対して

れあい活動の場、地域交通、歴史的文化的遺産）
、安全、温室効

も環境影響評価を行うことができるほか、
項目が非常に多岐にわ

果ガスが定められている。
この中から事業による影響がある項目

たることが挙げられる。

を抽出して評価を行っている。

当該開発による影響だけでなく、周辺の開発事業による影響に

川崎市の環境影響評価制度の特徴としては、第一種・第二種・

ついても、
可能な限り情報を収集し環境影響を評価することが求

第三種と区別を行うことを通して比較的小規模な開発に対して

められている。そのため、開発が集中している地域における複合

も環境影響評価を行うことができるほか、
項目が非常に多岐にわ

的な環境影響に関しては、
後発の開発における環境影響評価にお

たることが挙げられる。

いて測られることとなる。

当該開発による影響だけでなく、周辺の開発事業による影響に

6-2. 複数開発の複合における日影の課題

ついても、
可能な限り情報を収集し環境影響を評価することが求

大規模開発による周辺環境への日影については、個々の建築物

められている。そのため、開発が集中している地域における複合

単位の影響の大きさが建築基準法によって規定されており、
これ

的な環境影響に関しては、
後発の開発における環境影響評価にお

によって周辺における日影時間がある一定程度以下に抑えられ

いて測られることとなる。

ている。しかし、複数の超高層建築物が林立している状況におい
ては、複数の建築物による日影の影響を受け、長時間にわたって

5. 武蔵小杉駅周辺における問題の類型化と分析

日照が届かない状況となっていることが問題として挙げられる。

武蔵小杉駅周辺市街地においては、超高層建築物の集積によっ

本項目においては、
実際に超高層建築物群によってどのような影

て多くの問題が発生している。
環境影響評価における扱いによっ

響を受けているのか分析を行った。

て類型化すると、以下のように分類できる。

6-2-1. 環境アセスメントにおける取り扱い

【表-1】武蔵小杉駅周辺の課題の類型化

川崎市の条例による環境アセスメント制度においては、建築基

課題の類型

課題

準法の規制を踏まえ、個々の開発事業単位での日影を検討し、時

環境アセスメントの対象となっていない項目

武蔵小杉駅の混雑

刻ごとの日影図および等時間日影図を作成し、
規制の範囲内であ

が課題となっているもの

保育施設の不足

ることを確認している。それ以外にも、独自の取り組みとして街

環境アセスメントにおいて単体の開発では評

日影の影響

区の代表点における日影を集計し、
バーチャートの形式で表示す

価されているものの、
集積によって問題を引き

るというものが学校法人日本医科大学武蔵小杉キャンパス再開
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景観の変化については、事業前の景観写真にフォトモンタージ

発計画における環境アセスメントにおいて行われている。

ュによって当該事業および同時期に予定されている他事業を合

6-2-2. 複合日影図の作成

成することによって景観の変化を計測している。

本研究では、集積した高層建築による日影の実態を詳しく調査

6-3-2. 環境アセスメントにおける評価

するため、
そして複合した日影に関する配慮について示唆を得る

上記のフォトモンタージュを踏まえ、個々の開発毎に景観に

ため、武蔵小杉駅周辺における開発の複合日影図を作成した。新
条例下において建設された再開発地域内における建築物に加え、

与える影響について評価が行われている。これは、開発が行われ

既存の大規模建築物である武蔵小杉タワープレイスによる影響

た時期により以下の 3 段階に分類することができる。

を考慮した。これをもとに ArchiCAD 22 上でモデルを作成し、

第一段階：ランドマークとしての高層建築

Shadow Planner を利用して日影図を作成した。(1)

武蔵小杉駅周辺地区に超高層建築がほとんど存在していな

これらを考慮して描いた複合日影図を、環境アセスメントにお

い頃の評価に見られた文言である。
遠景から見ると高層建築が新

いて提示されている個別の開発毎の日影図を合成したものと比

たに出現していることが確認されるが、
各種計画における都市化

較し、その予測の差を比較する。

を求める方針に合致していたことから、
大きな景観の変化が一定
程度許容されたものと考えられる。
第二段階：新たな景観としてのビル群
すでに第一段階における高層建築物が存在していた時期に見
られた文言であり、
他の超高層建築物と併せて新たなランドマー
クとして認知されると評価されている。
ここでは第一段階から認
識の変化が起きており、
第一段階ではランドマークとされていた
のは単独の高層建築であったが、
ここでは複数の高層建築の集積
がランドマークとされている。
第三段階：既存の超高層建築との調査
近年の開発では、すでに武蔵小杉駅周辺地区においては多くの
超高層建築物が林立しているため、
開発があらたになされること
によるスカイラインの変化は少なくなっている。ゆえに、環境ア
セスメントにおいては高層建築の連担が既存の街並みと捉えら
れるようになっており、
第二段階までとは大きく考え方が異なっ
てきている。

【図-2】単独日影図の合成と複合日影図の比較

以上で見られるように、個々の開発の景観における位置づけは

6-2-3. 市街地への影響
環境アセスメントにおいては限定的な範囲においてのみ存在

開発段階によって変化してきていて、
個々の開発に注目する限り

するとされた 3 時間を超える日影の地域が、
より広い範囲に分布

は妥当な評価が下されていると考えられる。しかし、現在の景観

していることが確認できる。また、再開発地域の内部においても

は最初の開発である武蔵小杉タワープレイスが建設されたころ

日照時間の不足が懸念される。
超高層集合住宅の低層部の住環境

に想定されていたものとは明らかに異なっており、
超高層建築が

や、
防風植栽として整備される緑地帯の生育状況にも影響を与え

全く存在しなかった時点からの全体的な変化に関しては評価を

る可能性がある。

行う機会が与えられていないといえる。
超高層建築を集積させる
ことの景観への影響を議論する機会のないまま環境が激変して

また、単独日影図と比較すると、主に武蔵小杉駅の北側の地域

しまうことを示す好例であるといえる。

において、
環境アセスメントと大きく異なる日影状況であること
が確認できる。
単独の日影図においては 2 時間以下の日影のみが
観測されるとされていた地域において、
実際には 5 時間を超える

7. 複合影響評価が環境アセスメント外で行われる項目の分析

日影がシミュレーションされるなど、実態との乖離は大きい。ま
た、その状況は極めて日照が少ない状況であることから、周辺の
住環境は劣悪な条件にさらされているといわざるを得ない。
地域
住民にとっては、
環境アセスメントでは実際に形成される市街地
環境を把握することができないことを示しており、
対策を検討す
る必要がある。
6-3. 景観の変化
大規模開発が複合することによって、周辺の景観も大きく変化
する。ここでは、中遠景域からみた景観の変化について考察を行
う。

【図-4】教育委員会による推計と環境アセスメントの比較

6-3-1. 環境アセスメントにおける予測手法

武蔵小杉駅周辺においては、超高層集合住宅が同時期に建設さ
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れることにより、
小中学校の児童・生徒数の急増が発生している。

研究で明らかになったように、
環境アセスメントの対象となって

教育委員会事務局による推計は、多くの事例で比較的高い精度

いない項目が課題として表面化していることが判明した。
武蔵小

で複数年にわたる予測がなされている一方で、
環境アセスメント

杉駅の混雑に関する課題はその代表例であり、
地域に特有の問題

においてなされる予測は精度・期間ともに劣るものである。

に関して環境アセスメントに組み込めるような選択肢を用意し
ておくことが望ましい。

環境影響評価を行わずとも、すでに市教育委員会によってより

9-1-2．開発の集積による複合影響を考慮する必要性

高精度な予測が行われているので、
環境アセスメントにおいて義
務教育施設に関する検討は行う必要性は低く、
事業者に対して不

複数の開発が集積している地点においては、複合影響を考慮す

必要な負担を強いていると考えられる。また、事業者は対策とし

ることが周辺環境への影響をより実態に近い形で把握するため

て川崎市教育委員会に報告することで市による対応が図られる

には必要である。本研究で対象とした日影・景観の変化の考察は

として、
この課題は生活環境の保全には影響を与えないと評価し

ともに個別の変化ではなく複数の開発による影響によって大き

ているため、
環境アセスメントの目的である事業者に対して適切

な変化がもたらされているが、
現状の環境アセスメントでは複合

な配慮を促すという点においても有効に機能しているとはいい

的な影響について対応できているとはいえない。

がたい状況である。

9-1-3．環境アセスメントを行う主体の検討

8. 環境影響の抑制に寄与している項目（高層建築による風害）

って行っているが、
他の主体による予測の方が予測精度などの面

条例で定められている環境アセスメントは、事業者が主体とな
武蔵小杉駅周辺地区においては、高層建築による風害が一部地

で優れている場合も存在していることが、
本研究の小中学校の児

域において発生しているとされている。しかし、多くの課題が挙

童・生徒数に関する調査から明らかになった。適切なデータを利

げられている中で、
風害への対応は比較的良好であると考えられ

用でき、エリア全体に関する予測が可能となるだけでなく、環境

るため、本項ではその状況をまとめる。

アセスメントにおける事業者の負担軽減の観点からも、
一部の環
境アセスメント作業を自治体の担当部署をはじめとする他の主

風害に関する規制は存在していないが、生活環境の保全に支障
のないことが
『地域環境管理計画』
の中で定められている。
また、

体による行うことも検討するべきである。

平均風速の累積頻度に基づく風環境評価尺度において一定の範

9-2．複数開発の複合環境影響評価への課題
複数の開発が集積している地域においては、複合的な影響を考

囲内に収めるよう申し合わせが行われている。
（注：領域の説明）

えることが重要であるにもかかわらず、
個別の開発単位でのアセ

（出典：ヒアリング）

スメントが行われるにとどまっている理由としては、
以下のもの

環境アセスメントにおける予測手法としては、周辺の再現模型
を風洞に入れることによってシミュレーションを行っている。
工

がヒアリング調査等によって明らかになった。

事着手前および建築後に関して、
周辺の開発事業の状況も可能な

9-2-1. 複数事業者の連携

範囲で調査し反映している。この結果に基づき、建築物の形状や

複合的な影響を考える際には他事業者との連携を行うことが

防風植樹・防風柵などの整備を行い、それが反映された状態での

不可欠であるが、現時点ではそのような連携は行われていない。

シミュレーションも行うことで申し合わせにおいて許容される

同一事業者によるエリア開発が行われるのであればこの障壁は

水準をおおむね満たすようになっている。また、条例では事後調

解消されるといえるが、
その実現の際には随意契約などの経済的

査を行うことも義務付けられており、
実際に防風対策が一定程度

に非効率的な手法をとる必要があり、
別の問題が表出することと

機能しているかを事業完了後に確認することも行われている。

なる。

（なお、旧条例には事後評価が位置付けられていなかったが、そ

9-2-2. 複合開発の対象設定
規模・時期ともに大きく異なる複数の開発が行われている中で、

の対象分についても別途市が調査を行っている。
）

どこまでを 1 つの開発の集合体とみなしてアセスメントを行う

このような制度が運用されているがゆえ、風害は一定の程度以

か判断をする必要があるが、
そこに明確な基準を設けることは困

下に抑制されていると考えられる。
なお、このような制度が可能な理由として、風害は防風柵の設

難である。また、開発計画が判明する時期が異なるという課題も

置などの事後的な対策で抑制可能であるということが大きなフ

あり、
現時点から振り返れば 1 つの超高層ビル群として認識され

ァクターであると考えられるので、
他の大規模な計画の変更が必

うるものであっても、
開発当初からそれを見通すのは困難である。

要な項目に応用できるかは今後の検討が必要である。

より正確な環境アセスメントを行うためには、
計画段階における
このような不確実性を低下させることが必要である。

9. まとめ

開発は基本的には上位計画に沿って定められていることを考
慮すると、
都市計画マスタープランや地区の計画が定められた段

9-1．環境アセスメント制度の限界

階において予測される環境影響について考察することによって、

本研究における市街地の実態と環境アセスメントの比較を通
して、以下の課題が明らかになった。

ある程度は複合的な影響を考慮することが可能であると考えら

9-1-1. 評価項目と実際の課題の不一致

れる。
9-2-3. 複合影響を理由とした開発規制

環境アセスメントの項目は、
『地域環境管理計画』に示されて

開発の複合によってどのような影響が生じるかを評価するこ

いる項目から事業者が抽出することで決定している。しかし、本
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と自体は比較的難易度が低いが、
そこで明らかになった累積影響

 武蔵小杉駅南口地区西街区第一種市街地再開発事業

を根拠として開発を規制することは困難である。
新たな開発を認

 武蔵小杉駅南口地区東街区第一種市街地再開発事業

めないという方向性は既得権益の保護につながるうえ、
開発相量

 （仮称）小杉３丁目中央地区第一種市街地再開発事業

の抑制に結び付かない可能性がある。また、小規模な開発によっ

 株式会社東京機械製作所玉川製造所再開発計画

ても日照などは影響されるが、
このような状況をすべて把握する

 （仮称）小杉町二丁目開発計画

のは現実的ではない。この課題を克服するためにも、詳細な地区

 小杉町３丁目東地区第一種市街地再開発開発事業

の計画とそれに対する環境影響評価が必要であると考えられる。

 学校法人日本医科大学武蔵小杉キャンパス再開発計画

補注
(1) なお、Shadow Planner は建築基準法によって定められている
高さ1.5 m もしくは4.0 m における日影の状況を予測するため
のツールである。本研究では地表面における日影状況をシミ
ュレーションするため、
高さの基準となる地盤面を-1.5 m と調
整することで地表面における測定を行った。
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