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1.序論

た分析を行うことで,超高層による都市空

1-1.研究の背景

間について把握,整理して目的を達成する。

1960 年以来,様々な都市開発関連の制度
創設,適用範囲拡大,規制緩和により多くの
超高層が建設された。その結果,超高層が単

2.東京 23 区の超高層建築物建設の変遷

2.1.超高層データベース(DB)の構築
以下の手順で DB を構築した(図 1)。本章

体で象徴的に存在した時代から,近年では

は現存,解体の 1113 棟,

複数でまとまり,群として存在する時代に

次 章 以 降 は 現 存 の 1086

変化したと言える。また,それに伴い超高層

棟を対象とする(表 1)。

表 1

DB の超高層建築

や,それに関わる制度の研究が多くなされ
ているが,いずれも超高層を単体で捉えて
おり,群として捉えた研究は見られない。
1-2.研究の目的
今や超高層は都市形成の一つの手段であ
図 1

DB 構築の流れ

り,超高層により形成された都市空間を整
理することは今後の都市デザインを検討す

2.2.超高層の建設実態

る上で有意義なものになる。そこで本研究

超高層の棟数は港,千代田,中央,新宿,江

では,超高層という観点で東京 23 区の都市

東の順に多く,ビジネス街として発展する

空間の実態と変遷を明らかにすることを目

エリアに集中している。また江東区を含む

的とする。具体的には,23 区全体でマクロに

湾岸エリアには都心居住需要の高まりでタ

捉えた分析と,各々の群毎でミクロに捉え

ワマンが建設され多くの超高層が存在する。
2.3.超高層の建設動向
出口,宋ら

1)

によると建設棟数増減の波

から大きく四つの時期に分けられる(図 2)。
制度の創設,拡充,震災やアジア通貨危機等
と関連が見られ,長期事業となる超高層建
設は社会情勢の影響を受けやすいと分かる。
また用途で見ると 2000 年以前は事務所系
が多く建設されていたが,2000 年で住宅系
図 2

超高層建築物建設の実態と動向

の建設棟数が上回り,都心でのタワマン建

変換した。23 区内の超高層は概ね半径 15km

設の需要増加が動向として読み取れる。

円内に含むことから,計算の結果,全てのス

3.超高層建築物の分布と集積

ケールで集積傾向を示した。これにより超

3.1.超高層の分布

高層の群化が客観的に示された(図 3 下)。

DB 中の超高層の位置情報を元に GIS 上に

3.3.超高層の集積の変遷

表示したところ(図 3 上),鉄道沿線に多く

超高層の集積が示されたことから,カー

分布しており,鉄道駅との関係が深いと分

ネル密度推定法を用いて集積状況を把握す

かる。特に山手線の乗入路線が多いターミ

る。カーネル密度推定法は,各点からの検索

ナル駅周辺に多く分布する。また用途別に

半径が大きい場合は広域的な集積傾向を,

分布の特徴を見ると山手線沿線から内側に

検索半径が小さい場合は局所的な集積傾向

かけて事務所系が多く,山手線沿線南東部,

を把握できる。全てのスケールで集積傾向

外側や湾岸エリアには住宅系が多い。

が示されたがここでは,検索半径を 1000m

3.2.超高層の集積傾向

に設定し,先に示した 4 つの時期(図 2)ごと

超高層の群化を客観的な数量データで示

に推定を行なった(図 4)。第Ⅰ期で東京駅周

すために,様々なスケールで点分布の集積

辺,新宿駅周辺で集積が始まり,第Ⅱ期で東

を検出できる K 関数法を用いた。推定式は

京駅から北方向へと集積エリアが伸び,第

式(1)で表され,さらに式(2)の通り L(d)へ

Ⅲ期で東京駅から南方向へと急激に伸びて
おり,第Ⅲ期で東京〜大崎駅エリアの集積
が顕著である。第Ⅳ期で大崎〜新宿駅エリ
アと池袋駅周辺での集積が顕著である。
以上の分析から,初期に新宿,東京駅で群
化が始まり,東京駅から山手線沿線を時計
回りに新宿,池袋駅に向かって超高層の群
化が進んだことが明らかになった。
4.超高層建築物の立地

4.1.超高層の立地の分類
超高層の立地の特徴を把握,整理するた
めに都市基盤条件 4 項目注 1)(表 2)を設定し
立地を 12 パタンに分類した(表 3)。また,
特殊事例で敷地が極端に大きい団地や大学
の超高層 39 棟を除外して整理を行った。
表 2

図 3

図 4

超高層建築物の分布と K 関数の結果

集積状況の変容

立地条件の都市基盤

4.2.超高層立地の特徴
各々の立地パタンの都市空間における概
念図を表した(図 5)。都市基盤の「大街路」
2)

立地は,幹線街路が密集する都心部など限
られた場所に見られる。
4.3.立地パタンと用途・都市開発諸制度

は道路区分 における「幹線街路」に対応す

街区形状の条件を除き,6 つの立地パタン

るため,分類した 12 の立地パタンは幹線道

と用途の関係を整理した(図 6)。事務所系は

路で囲まれ,区画された内側にどの程度入

[AB5],[AB6]の中規模以上の角地に立地す

り込んでいるかを表すと言える。これらを

ることが多く,共同住宅系は[AB1],[AB2]の

踏まえ,立地パタンごとに棟数を整理した

幅員が比較的小さい道路に面して立地する

結果,多くの超高層が幹線街路に面する場

ことが多いことが特徴である。

所に立地することが分かる。一方で,敷地が

また都市開発諸制度適用との関係も整理

幅員 12m 以上の街路に接道していない[A1]

した(図 7)。 再開発促進区,高度利用地区,

も比較的多いことから,前面道路幅員が小

都市再生特別地区は比較的どの立地にも適

さい場合でも,整形に区画されている場合

用されており,特定街区は[AB5],[AB6]の大

は超高層が建設されやすいと言える。また

街路に面した立地に多く適用され,総合設

中街路は幹線街路同士を繋ぐ規格の街路で

計は[AB1],[AB2]の比較的幅員が小さい立

あるため,中街路に面する
表 3

地での適用が多いことが特徴である。
5.1.超高層建築物群の形成プロセス

立地パターン

5.1.群の特定手法
街区重心から道
路中心線までの距
離 r の標準的な大き
さ(図 8)を求めたと

図 8

群特定の概念図

ころ 80m(=r)であった。そこで本研究では,
互いの超高層同士の距離が 160m 以内の場
合,それらは「連担している」とし,連担し
図 5

立地パターンごとの都市空間における概念図

合う超高層を一つの群として扱う。特定の
結果 183 組の群が存在すると分かった。
5.2.群形態の類型化
群内の超高層の配置関係を反映した図形
の面積・円形度・複雑度・凹凸性・アスペク

図 6

立地パターンと用途の関係

ト比を画像処理ソフトで計測することで,
群の配置関係を数量化し,クラスター分析
を行った結果,規模【超小,小,中,大】と配
置関係【線,塊,分岐】で分節され 8 つの群
形態(図 9 表頭)が存在すると分かった。
5.3.群形成のプロセス
群の形成プロセスをダイアグラム化した

図 7

立地パターンと都市開発諸制度の関係

結果,群形成のパタンは①同時期に建設さ

ことから,群形態の規模を決定するのは,群

れ短期間で群を成す同時配置②一棟目の建

の核(=小群の始点)の数だと考えられる。そ

設以降一方向に伸びて群を成す順次配置③

こで始点の特徴を整理するため,群形成パ

一棟目の建設以降複数の方向に伸びて群を

タン別に始点の立地を整理した(図 10)。

成す拡散配置④初期では別々の群であるが,

6.結論

間を充填する様に建設され最終的に一つの

本研究では,マクロとミクロの面で超高

群を成す充填配置⑤②,④を組合わせた充

層に関する実態と変遷を分析した。マクロ

填-順次配置⑥③,④を組合わせた充填-拡散

面では,超高層の群化を客観的に示し,その

配置,の 6 つあると分かった(図 9 表側)。

群化は東京駅周辺から新宿駅周辺まで山手

さらに群形態と群形成プロセスでマトリ

線に沿って時計回りに進行してきたことが

クスを作成した(図 9)。最終的な群形態に至

明らかとなった。ミクロ面では,群形態が 8

るまで常に一つの群であった“単一パタン”

パタン,群形成プロセスが 6 パタンあること

と,複数の小群が統合された“統合パタン”

が明らかとなった。明らかにした結果を元

がある。中規模以下の群の場合,概ね 2,3 組

に超高層建設の際に起こり得る課題や,公

の小群が統合されており,大規模以上の群

共貢献等の検討に役立てられると考える。

の場合,概ね 4,5 組の小群が統合されている

また今後の課題としては,群を成す超高層
各々の周辺環境をより詳細に捉えて分析を
行うことで群形成の要因を明らかにし,群
形成の予測に繋げることが挙げられる。
1)「群化する超高層の時代-超高層建築の動向から見る 21 世紀初頭の
東京都心-」,都市計画 Vol.63 No.1,pp4-15
2) 日本都市計画学会:実務者のための新都市計画マニュアルⅡ,丸
善,2003.3
注 1)建築基準法第 52 条による前面道路幅員 12m 未満の場合の容積率
低減や,都市開発諸制度の基本的な適用要件を元に 12m を基準とした。

図 10

群形成パタン別に見た視点と立地の関係

図 9

群形態と群形成プロセスのマトリクス

