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8.7 風環境 

8.7.1 現況調査 

(1) 調査事項及び選択理由 

調査事項及びその選択理由は、表 8.7-1に示すとおりである。 

表8.7-1 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

①地域の風の状況 

②風の影響に特に配慮すべき施設の状況 

③風環境について考慮すべき建築物等の

状況 

④地形の状況 

⑤土地利用の状況 

計画建築物の存在により、計画地周

辺の風環境に影響を及ぼすおそれがあ

ることから、計画地及びその周辺につ

いて左記の事項に係る調査が必要であ

る。 

 

(2) 調査地域 

調査地域は、計画建築物の最高高さ約 180m の 2～3 倍程度の水平距離の範囲を含む範囲とし、

計画地を中心に半径 500m程度の範囲とした。 

調査地域は、図 8.7-1 に示すとおりである。 

 

(3) 調査方法 

1) 地域の風の状況 

ア. 上空風の状況 

上空風の状況は、計画地東北東約 5km に位置する東京管区気象台における観測結果の整

理・解析により把握した。 

調査地点及び期間は、表 8.7-2に示すとおりである。 

表 8.7-2 上空風の状況の調査地点及び期間 

調査地点 所在地 観測高さ 調査期間 

東京管区気象台 
東京都千代田区 

北の丸公園 
地上 35.1m 

平成 23 年 4 月～令和 3 年 3 月 
(10 年間) 

 

イ. 地表付近の風の状況 

地表付近の風の状況は、16 方位について、風洞実験により把握した。風洞実験の内容及び

結果は、「8.7.2 予測」の項に示す。 

 

2) 風の影響に特に配慮すべき施設の状況 

風の影響に特に配慮すべき施設の状況は、「地形図」（国土地理院）、「東京都土地利用現況図

（建物用途別・区部）平成 28 年現在」（平成 30 年 5 月 東京都都市整備局）等の既存資料の

整理・解析及び現地踏査により把握した。 
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図8.7-1 風環境調査地域 
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3) 風環境について考慮すべき建築物の状況 

風環境について考慮すべき建築物の状況は、「東京都土地利用現況図（建物用途別・区部）

平成 28年現在」（平成 30年 5 月 東京都都市整備局）、｢住宅地図｣等の既存資料を整理した。 

 

4) 地形の状況 

地形の状況は、｢地形図｣(国土地理院)等の既存資料を整理した。 

 

5) 土地利用の状況 

土地利用の状況は、「東京都土地利用現況図（建物用途別・区部）平成 28 年現在」（平成 30

年 5月 東京都都市整備局）等の既存資料の整理・解析により把握した。 

 

 (4) 調査結果 

1) 地域の風の状況 

ア. 上空風の状況 

東京管区気象台で観測された 10 年間(平成 23 年 4 月～令和 3 年 3 月)の風向出現頻度は、

図 8.7-2 に示すとおりである。全風速の場合、最多風向は北北西であり、次いで北西となっ

ている。（資料編 p.97） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図8.7-2 風向出現頻度(東京管区気象台) 

 

 

イ. 地表付近の風の状況 

地表付近の風の状況は、風洞実験により把握した。その結果(現況の風環境)は、計画建築

物建設後の風環境と対比させるため、「8.7.2 予測」の項に示す。 
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2) 風の影響に特に配慮すべき施設の状況 

風の影響に特に配慮すべき施設等の計画地周辺における分布状況は、表 8.7-3(1)、(2)及び

図 8.7-3に示すとおりである。 

計画地に近接する施設として、計画地の西側に神宮前三丁目児童遊園地が隣接しており、計画

地の西南西側には青山北町児童遊園が、計画地の南西側には青山保育園や赤坂こども中高生プ

ラザ青山館が、西南西側にはおはよう保育園ののあおやまが位置しており、青山通りをはさん

だ東南東側にはポポラー東京表参道園が位置している。 
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表 8.7-3(1) 風の影響に特に配慮すべき施設等 

分 類 番号 名 称 
計画地からの 

方角・距離※ 

教 

育 

施 

設 

幼稚園 

A1 ・青南幼稚園 南南東側 約 600m 

A2 ・原宿幼稚園 北側 約 300m 

A3 ・東郷幼稚園 西北西側 約 900m 

A4 ・青山学院幼稚園 南南西側 約 850m 

A5 ・千駄谷幼稚園 北西側 約 1,000m 

小学校 

A6 ・青南小学校 南南東側 約 550m 

A7 ・青山小学校 東北東側 約 450m 

A8 ・神宮前小学校 西側 約 550m 

A9 ・千駄谷小学校 北西側 約 1,000m 

中学校 

A10 ・青山中学校 北東側 約 1,000m 

A11 ・原宿外苑中学校 北西側 約 1,000m 

A12 ・青山学院中等部 南南西側 約 1,000m 

高等学校 
A13 ・青山高等学校 北北東側 約 500m 

A14 ・國學院高等学校 北側 約 600m 

大 学 

A15 ・青山学院大学 南南西側 約 850m 

A16 ・青山学院女子短期大学 南南西側 約 900m 

A17 ・国連大学本部 南西側 約 850m 

特別支援学校 A18 ・青山特別支援学校 東側 約 750m 

福 

祉 

施 

設 

保育園 

B1 ・青山保育園 南西側 約 200m 

B2 ・ポポラー東京表参道園 東南東側 約 150m 

B3 ・青南保育室 南南東側 約 550m 

B4 ・第二青南保育室 南南東側 約 550m 

B5 ・太陽の子南青山保育園 東南東側 約 450m 

B6 ・小学館アカデミー南青山保育園 南東側 約 550m 

B7 ・コスモス西麻布保育園 南東側 約 700m 

B8 ・西麻布保育園 南東側 約 1,150m 

B9 ・渋谷保育園 西北西側 約 550m 

B10 ・神宮前あおぞらこども園 西南西側 約 600m 

B11 ・神宮前保育園にじ 西側 約 800m 

B12 ・千駄ヶ谷保育園 北西側約 1,100m 

B13 ・千駄ヶ谷保育園分園 北西側 約 1,000m 

B14 ・美希保育園北参道 北北西側 約 1,050m 

B15 ・おはよう保育園ののあおやま 西南西側 約 150m 

B16 ・ぬくもりのおうち保育神宮園 北側約 500m 

子ども中高生

プラザ 
B17 ・赤坂子ども中高生プラザ青山館 南西側 約 200m 

子育て支援 

B18 ・あい・ぽーと 東北東側 約 400m 

B19 
・子育てひろばあっぴぃ西麻布 

・こどもふれあいルーム 
南東側 約 1,150m 

B20 ・放課 GO→クラブあおやま 東北東側 約 450m 

B21 ・放課 GO→クラブせいなん 南南東側 約 550m 

※：計画地中心付近からの方角・距離とする。 

注)地点番号の表記は、図8.7-3に対応する。 

出典:「港区公共施設案内図 ぐるっとみなと 2020-2021」(令和2年5月 港区) 

「渋谷区案内図」(令和3年2月 渋谷区) 

「国指定文化財等データベース」(令和4年2月閲覧 文化庁ホームページ) 

「港区文化財総合目録」(令和4年2月閲覧 港区) 
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表 8.7-3(2) 風の影響に特に配慮すべき施設等 

分 類 番号 名 称 
計画地からの 

方角・距離※ 

福

祉

施

設 

高齢者の 

ための施設 

B22 
・北青山高齢者在宅サービスセンター 
・赤坂地区高齢者相談センター 

北東側 約 900m 

B23 ・青山いきいきプラザ 東側 約 650m 

B24 ・青南いきいきプラザ 南東側 約 350m 

B25 ・西麻布いきいきプラザ 南東側 約 1,150m 

B26 ・ケアコミュニティ・原宿の丘 西北西側 約 350m 

障害者の 

ための施設 

B27 ・就労継続支援 B 型 アプローズ南青山 東北東側 約 600m 

B28 ・障害者福祉センター はぁとぴあ原宿 北西側 約 550m 

その他 B29 ・青山生涯学習館 南南東側 約 550m 

公 

園 

等 

公 園 

C1 ・青山公園 西側 約 450m 

C2 ・原宿一丁目公園 北北西側 約 400m 

C3 ・神宮前公園 北側 約 450m 

児童遊園 

C4 ・北青山三丁目児童遊園 (計画地内) 

C5 ・南青山三丁目児童遊園 南東側 約 250m 

C6 ・南青山四丁目児童遊園 東南東側 約 450m 

C7 ・北青山一丁目児童遊園 北東側 約 1,000m 

C8 ・ 笄
こうがい

児童遊園 南東側 約 700m 

C9 ・西麻布二丁目児童遊園 南南東側 約 800m 

C10 ・南青山六丁目児童遊園 南側 約 900m 

C11 ・神宮前三丁目児童遊園地 西側 約 150m 

C12 ・千原児童遊園地 北西側 約 700m 

C13 ・神宮前五丁目児童遊園地 南西側 約 950m 

C14 ・青山北町児童遊園 西南西側 約 250m 

緑地等 

C15 ・南青山三丁目緑地 東南東側 約 250m 

C16 ・南青山四丁目緑地 東南東側 約 650m 

C17 ・南青山二丁目緑地 東北東側 約 950m 

C18 ・南青山二丁目第二緑地 東北東側 約 850m 

C19 ・原宿外苑緑道 北西側 約 900m 

C20 ・北青山三丁目緑地 (計画地内) 

医
療
施
設 

病院 

D1 ・平田肛門科医院 南側 約 850m 

D2 ・伊藤病院 南西側 約 400m 

D3 ・医療法人社団 オリンピア会オリンピア眼科病院 北西側 約 600m 

そ 

の 

他 

図書館 E1 ・渋谷区立中央図書館 北西側 約 800m 

区民会館 E2 ・千駄ヶ谷区民会館 北西側 約 950m 

区役所 

出張所 等 

E3 
・神宮前出張所 
・地域交流センター神宮前 

西側 約 800m 

E4 ・渋谷区役所美竹分庁舎 南西側 約 1,050m 

文

化

財

等 

建造物 

F1 ・青山学院ベリーホール 南南西側 約 940m 

F2 ・青山学院間島記念館 南南西側 約 990m 

F3 ・ミュージアム 1999(旧千葉常五郎邸) 南側 約 950m 

有形文化財 
(歴史資料) 

F4 ・青山の庚申塔 南東側 約 840m 

史 跡 F5 ・伊澤蘭軒墓 南東側 約 930m 

※：計画地中心付近からの方角・距離とする。 

注)地点番号の表記は、図8.7-3に対応する。 

出典:「港区公共施設案内図 ぐるっとみなと 2020-2021」(令和2年5月 港区) 

「渋谷区案内図」(令和3年2月 渋谷区) 

「医療機関名簿」（令和3年 東京都） 

「国指定文化財等データベース」(令和4年2月閲覧 文化庁ホームページ) 

「港区文化財総合目録」(令和4年2月閲覧 港区) 
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図8.7-3 風環境に特に配慮すべき施設等 
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3) 風環境について考慮すべき建築物の状況 

計画地及びその周辺における既存建築物の状況は、図 8.1-5(p.69)に示したとおりである。 

風環境に影響を及ぼす可能性のある高層建築物としては、計画地東南東側に青山通りを挟ん

で「エイベックスビル」(地上 18 階、高さ約 100m)が存在し、東北東側には「青山 OM-SQUARE」

(地上 25階、高さ約 115m)及び「パークコート青山 ザ タワー」(地上 26階、高さ約 100m)が、

南西側には「青山パークタワー」(地上 34 階、高さ約 114m)が、西北西側には「神宮前タワー

ビルディング」(地上 23階、高さ約 115m)が存在している。 

その他、計画地の西側に A-1 地区（地上 20 階、高さ約 70m）及び A-2地区（地上 25階、高

さ約 90m）が、計画地の北側に「アーガイル青山」(地上 20階、高さ約 90m)が存在している。 

 

4) 地形の状況 

計画地及びその周辺における地形の状況は、「8.1 大気汚染 8.1.1 現況調査 (4) 調査結

果 3) 地形及び地物の状況」(p.68)に示したとおりである。 

計画地周辺の地形は、淀橋台に分類される。 

港区の地形は大きく東側に広がる低地と西側の大地に分けられる。標高の最高地は、計画地

の位置する北青山三丁目で T.P.+34m、最低値は、JR浜松町駅前ガード付近で T.P.+0.08mであ

る。台地は、標高約 30～40m の平坦面を有し、区の中央を流れて現在の浜松町駅周辺で埋立前

の河口域を形成する古川及びその支沢によって刻まれていくつかの台地群をなす。台地群は北

から赤坂台地、青山台地、飯倉台地、麻布台地、三田段丘、白金台地、高輪台地などと呼ばれ

ている。 

 

5) 土地利用の状況 

計画地及びその周辺における土地利用の状況は、「8.1 大気汚染 8.1.1 現況調査 (4)調査

結果 4) 土地利用の状況」(p.70)に示したとおりである。 

計画地内は、主に集合住宅、住商併用建物及び事務所建築物等が立地しているほか、計画地

周辺には独立住宅、事務所建築物のほか、明治神宮外苑などのスポーツ・興行施設等が立地し

ている。 
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8.7.2 予 測 

(1) 予測事項 

予測事項は、「平均風向、平均風速及び、最大風速等の突風の状況並びにそれらの変化する地

域の範囲及び変化の程度」とした。 

 

(2) 予測の対象時点 

予測の対象時点は、計画建築物の工事が完了した時点とした。 

 

(3) 予測地域 

予測地域は、現況調査の調査地域と同様とした。 

 

(4) 予測方法 

1) 風洞実験 

予測は、風洞実験による方法とした。風洞実験のフローは、図 8.7-4に示すとおりである。 

実験に使用した模型は、写真 8.7-1に示すとおり、縮尺 1/500とし、計画地周辺の半径 500m

程度の円内の範囲を再現した。 

実験で用いる基準風は、東京管区気象台における風向及び風速の測定結果とした。 

実験は、「現況」、計画建築物の「建設後・対策前」及び防風対策を考慮した計画建築物の「建

設後・対策後」の 3ケースについて実施した。防風対策は、図 8.7-5に示すとおりである。 

予測地点は、図 8.7-6、7 に示すとおり、計画地周辺においては、不特定多数の人が利用す

る歩道や公園等、計画地内においては、建設後に人が集中すると考えられる広場や通路等とし、

現況は合計 171 地点、建設後は合計 176 地点とした（資料編 p.98～102）。予測高さは 2.5m 相

当とした。 

 

 

写真 8.7-1 実験模型全景 

366,（仮称）北青山三丁目地区市街地再開発事業,環境影響評価書案（本編）



- 232 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8.7-4 風洞実験フロー図 
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図8.7-5 防風対策 
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図8.7-6 風速測定地点図（現況） 
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図8.7-7 風速測定地点図(建設後) 
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2) 風環境の評価方法 

風洞実験による風環境の評価は、表 8.7-4に示す（株）風工学研究所提案の平均風速の累積

頻度による方法を用いて行った。この評価基準は、（株）風工学研究所が東京都内の約 100 地

点における地表付近で観測結果に基づき、10分間平均風速の累積頻度により 4つの風環境の領

域に分類し、確率的風環境評価法として提案したものである。風の変化は風速がどの程度増加

したかという表現が理解しやすいが、どの程度の増加が許容されるかが判断しにくいため、強

い風がどの程度の割合で吹くのかで風環境のレベルを区分けしている。 

風環境評価に用いる累積頻度 55％の風速は年間平均風速に相当し、累積頻度 95％の風速は

日最大平均風速の年平均に相当するが、本予測では、表記を簡易にするため、累積頻度の 55％

の風速を「年間平均風速」、累積頻度の 95％の風速を「日最大平均風速の年平均」とした。 

風速の累積頻度曲線から、住宅地、市街地、事務所街のそれぞれの風環境の「年間平均風速」

及び「日最大平均風速の年平均」の境界を示す曲線を定め、それにより 4つの領域に区分して

いる。 

表 8.7-4 風環境評価基準（（株）風工学研究所の提案による風環境評価基準） 

区分 評価基準 
年間平均風速 

(累積頻度 55%の風速) 

日最大平均風速の年平均 

(累積頻度 95%の風速) 

領域 A 

住宅地相当 
住宅地としての風環境、または
比較的穏やかな風環境が必要
な場所 

≦1.2 m/s ≦2.9 m/s 

領域 B 
低中層市街地相当 
住宅地・市街地としての風環
境、一般的風環境 

≦1.8 m/s ≦4.3 m/s 

領域 C 

中高層市街地相当 
事務所街としての風環境、また
は比較的強い風が吹いても我
慢できる場所 

≦2.3 m/s ≦5.6 m/s 

領域 D 

強風地域相当 
超高層建物の足元でみられる
風環境、一般には好ましくない
風環境 

>2.3 m/s >5.6 m/s 

出典：「市街地の風の性状」（昭和 61 年第 9 回風工学シンポジウム論文 風工学研究所） 
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(5) 予測結果 

1) 平均風向、平均風速及び最大風速等の突風の状況並びにそれらの変化する地域の範囲及び変

化の程度 

ア. 現況における風環境の状況 

建設前における計画地周辺の風環境は、図 8.7-8に示すとおりである。 

測定点の約 78％にあたる 133 地点が領域 A であり、領域 Bは 34地点、領域 Cは 4地点で

確認され、領域 Dは確認されなかった。 

 

イ. 現況から建設後・対策前における変化の程度 

建設後・対策前における風環境は、図 8.7-9に示すとおりである。 

測定点の約 65％にあたる 114地点が領域 Aであり、領域 Bは 50地点、領域 Cは 12地点で

確認され、領域 Dは確認されなかった。 

建設前から建設後・対策前における風環境区分変化一覧は、表 8.7-5に示すとおりである。

建設前と比べ、1領域上がる地点は 9地点、2領域上がる地点は 2地点で、3領域上がる地点

はなかった(建設前において未測定地点を除く)。 

領域が上がる地点は、計画地の北東側、東側、南東側及び南側に多く、敷地内の東側では

2領域以上上がる地点もみられた。 

なお、民活事業区域の一部（No.168 地点）及び計画地北東側（No.130 地点）では、領域

が下がる地点もみられた。 

 

ウ. 現況から建設後・対策後における変化の程度 

建設後・対策後における風環境は、図 8.7-10に示すとおりである。 

測定点の約 66％にあたる 117 地点が領域 A であり、領域 Bは 57地点、領域 Cは 2地点で

確認され、領域 Dは確認されなかった。 

建設前から建設後・対策後における風環境区分変化一覧は、表 8.7-6に示すとおりである。

建設前と比べ、1領域上がる地点は 7地点、2領域以上上がる地点はなかった(建設前におい

て未測定地点を除く)。 

領域が上がる地点は前述した建設後・対策前と同様であり、建設後・対策前に比べ、計画

地の北東側、東側、南東側及び南側の地点において対策による効果が確認された。 
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図8.7-8 風環境評価(現況) 
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図8.7-9 風環境評価（建築後・対策前） 
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図8.7-10 風環境評価（建築後・対策後） 
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表 8.7-5 風環境区分変化一覧(現況から建設後(対策前)) 

区 分 
建設後(対策前) 

計 
未測定 領域A 領域B 領域C 領域D 

建
設
前 

未測定 

 24,25,214 

計3地点 

11,12,13,20,22, 

23,210,211,212, 

213,255   

計11地点 

8,9,10,216,250, 

251  計6地点 

 

20 

領域A 

15,16,17,18,19, 

42,142,143,144, 

145,170,171,172,

173  計14地点 

27,28,30,32,33, 

34,35,36,37,38, 

49,50,51,52,53, 

55,56,57,58,59, 

61,62,63,64,65, 

66,67,68,69,70, 

71,72,73,74,75, 

76,77,78,79,80, 

81,82,83,84,85, 

86,87,88,89,90, 

91,92,93,94,95, 

96,97,98,99,100, 

101,102,103,104,

105,106,107,108,

109,110,111,112,

113,114,115,117,

118,123,124,126,

127,129,133,135,

136,138,139,140,

141,146,147,148,

149,150,151,152,

153,154,155,156,

157,158,159,163,

169,201,202,207,

208,209 

計110地点 

1,40,41,43,45, 

121,122 

計7地点 

4,5 

計2地点 

 

133 

領域B 

 168   計1地点 2,6,7,26,29,31, 

39,46,47,48,54, 

60,116,119,120, 

125,128,131,132,

134,137,160,162,

164,165,166,167,

203,204,205,206, 

計31地点 

3,252  計2地点  

34 

領域C 
14 

計1地点 

 130   計1地点 44,161 

計2地点 

 
4 

領域D      0 

計 15 114 50 12 0 191 

注1) 数値は測定点番号を示す。 

注2) 網掛けを行った範囲は、建設前から建設後(対策前)において領域が上がる地点を示す。 

注3) 下線をつけた測定点番号は、対策前後で領域が変化したことを示す。 
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表 8.7-6 風環境区分変化一覧(現況から建設後(対策後)) 

区 分 
建設後(対策後) 

計 
未測定 領域A 領域B 領域C 領域D 

建
設
前 

未測定 

 13,24,25,214 

計4地点 

8,9,10,11,12,20, 

22,23,210,211, 

212,213,216,250, 

251,255   

計16地点 

  

20 

領域A 

15,16,17,18,19, 

42,142,143,144, 

145,170,171,172,

173  計14地点 

1,27,28,30,32, 

33,34,35,36,37, 

38,49,50,51,52, 

53,55,56,57,58, 

59,61,62,63,64, 

65,66,67,68,69, 

70,71,72,73,74, 

75,76,77,78,79, 

80,81,82,83,84, 

85,86,87,88,89, 

90,91,92,93,94, 

95,96,97,98,99, 

100,101,102,103,

104,105,106,107,

108,109,110,111,

112,113,114,115,

117,118,121,122,

123,126,127,129,

133,135,136,138,

139,140,141,146,

147,148,149,150,

151,152,153,154,

155,156,157,158,

159,163,169,201,

202,207,208,209 

計112地点 

4,5,40,41,43,45,

124   計7地点 

  

133 

領域B 

 168   計1地点 2,3,6,7,26,29, 

31,39,46,47,48, 

54,60,116,119, 

120,125,128,131,

132,134,137,160,

162,164,165,166,

167,203,204,205,

206,252 

計33地点 

  

34 

領域C 14   計1地点  130   計1地点 44,161 計2地点  4 

領域D      0 

計 15 117 57 2 0 191 

注1) 数値は測定点番号を示す。 

注2) 網掛けを行った範囲は、建設前から建設後(対策後)において領域が増加する地点を示す。 

注3) 下線をつけた測定点番号は、対策前後で領域が変化したことを示す。 
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8.7.3 環境保全のための措置 

(1) 予測に反映した措置 

・計画建築物を南北方向に隅切りを行い、風の流れに配慮するとともに、高層建築物の周囲に

低層部を配置し、吹きおろしの風を防ぐよう配慮した。 

・計画地の北側、東側及び南側に、防風植栽として常緑の高木（8m～12m）を植栽する。 

 

(2) 予測に反映しなかった措置 

・計画地内の植栽については、緑化計画として、常緑樹または落葉樹の中高木の植栽を整備す

る予定である(「6 対象事業の目的及び内容 6.2 事業の内容 6.2.3 (9) 緑化計画」(p.26))。 

・植栽樹木は十分に生長した木とし、十分な根入れ深さの確保や樹木支柱により倒木等を防ぐ

措置を講じる。 

・区画道路 2号については、本事業に合わせて一体的に整備する予定であり、道路の植栽計画

等に関しては、港区と協議・調整する。 

・港区ビル風対策要綱に基づき、防風植栽を含む樹木の生育状況等を確認する。 

・防風植栽の維持管理上の留意点等を建設後の管理者に適切に説明し、引継ぎを行う。 

 

8.7.4 評 価 

(1) 評価の指標 

評価の指標は、表 8.7-4に示した「風環境評価基準」とした。 

 

(2) 評価の結果 

防風対策を行わない場合、計画建築物の存在により新たに領域 C(中高層市街地相当の風環境)

となる地点が計画地北東側、東側、南東側及び南側に 10 地点生じると予測するが、植栽による

防風対策を講じることにより、領域Cの地点の多くは領域B(低中層市街地相当の風環境)となり、

風環境は改善されると予測する。 

以上のことから、計画建築物の存在により、計画地周辺地域の風環境に変化はあるものの、領

域 A(住宅地相当の風環境)及び領域 Bに相当する風環境が維持されるものと考える。 
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