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１．はじめに 

 私たちは、とりまく社会情勢の変化を十分かんがみ、これからの環境施策を

積極的かつ持続的に取り組んでいくために、今までの環境への取組みを整理・

体系化し、今後の取組みの方向性を示す「環境体系」を構築します。 

 「環境ビジョン」は「環境体系」に係わる「明確な理念」として、これから

の環境との係わりあいに関する立脚点や環境施策の方向性を示すものです。 

 ① 環境体系の位置づけ 

 昭和 37 年における京橋から新橋間 4.5km の開通から約半世紀が過ぎよ

うとする現在、首都高速道路は約 300 キロの延長を持つ都市内高速道路

として、高度経済成長期以来の都市の発展、拡大及び社会経済効果の向上

に大きく寄与してきました。 

 そのような安全・円滑なネットワーク整備とあわせ、公害規制から環境

保全、そして広がる環境へのニーズをふまえながら、様々な環境施策を実

施してきました。 

 しかし、近年における低炭素社会、循環型社会及び生物多様性保全に関

する政策や企業の持続的な取組み、個人の価値観の多様化、さらに最近の

都心回帰に伴う土地利用の高度化をもかんがみると、首都高を取りまく環

境は大きく変化してきているのでは、と考えられます。 

 このような状況において、私たちは、道路事業者の社会的責務として、

また環境先進企業を目指すため、今後何をしなければならないか、何がで

きるのか等、環境における新たな係わり方を模索する必要があると考えて

います。 

 私たちは、これからの環境施策を積極的かつ持続的に取り組んでいくた

めには、広がりつつある環境施策を今時点で「環境体系」として整理・体

系化した上で、それに基づいた環境施策を展開していくことが、大切であ

ると考えます。 

 そのような「環境体系」は、理念を示す「環境ビジョン」の他、全体計

画である「環境マスタープラン」、さらに年次ごとの実施計画となる「環

境アクションプラン」で構成されるものです。今回、私たちはどのように

して環境に対して取り組むべきかについて、社会からのニーズを整理し、

「環境ビジョン」として、環境施策の方向性についてとりまとめることと

しました。 
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図－1 環境体系の位置づけと構成 

 ② 基本理念、経営理念との関係 

 私たちは、「環境体系」の策定、実行により、地域社会と共生し、とも

に発展する首都高ネットワークの創出に向けた、さらに広く深い、持続的

な環境への取組みを行っていきます。このことが、「経営理念」の安全と

快適を追求し、お客様に満足頂ける質の高いサービスを提供するとした

「お客様第一」や、地域の皆様とともに、よりよい環境の実現と地域社会

の発展を目指すとした「地域社会との共生」、高い倫理観と透明性をもっ

て、お客様、地域の皆様、投資家の皆様との信頼関係を築くとした「社会

的責任」につながっていきます。さらに、「首都圏のひと・まち・くらし

を安全・円滑な首都高速道路ネットワークで結び、豊かで快適な社会の創

造に貢献します。」といった「基本理念」の達成にも大きく貢献するもの

です。 
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図－2 基本理念・経営理念と環境体系との関係 

基本理念 
「私たちは、首都圏のひと・まち・くらしを安全・円滑な首都高速道路 

ネットワークで結び、豊かで快適な社会の創造に貢献します。」

経営理念 

・お客様第一 

 安全と快適を追求し、お客様に満足頂ける質の高いサービスを提供します。 

・地域社会との共生 

 地域の皆様とともに、よりよい環境の実現と地域社会の発展を目指します。 

・社会的責任 

 高い倫理観と透明性をもって、お客様、地域の皆様、投資家の皆様との信頼関係を築きます。 

・自立する経営 

 効率的で健全な経営を行い、新しい分野での事業も積極的に展開します。 

・活力あふれる職場 

 社員が自らの力を高め、誇りと達成感を持てる職場をつくります。 

環境体系 

「地域社会と共生し、ともに発展する首都高ネットワーク
の創出に向けた、さらに広く深い、持続的な環境への取組

みのための体系。｣ 



首都高環境ビジョン                                        平成 23年 6月 4

２．首都高をとりまく環境と社会的責務

 私たちは、社会情勢やニーズの変化に応えるべく、常に様々な環境への取組

みを行ってきました。現在、環境については、さまざまな国際的な取組みや、

国、地方の施策があります。首都高をとりまく環境も多様なニーズの対応が求

められるようになり、これからも、持続可能な社会の実現に向けて、さらに広

く深く、環境に取り組む必要があります。 

（１）首都高をとりまく環境 

 首都高は社会を構成する重要な一員であり、今まで、社会の時代の流れの

中で求められるものも絶えず変化し、それに応じて首都高の環境への取組み

も変わってきました。現在、環境については国際的な取組みなどの地球規模

なものから、国、地方までのさまざまな取組みが行われています。このよう

な首都高をとりまく社会的な変化に対しても常に注視していく必要がありま

す。 

 ① 時代の流れと首都高の環境への取組み 

 時代は高度経済成長期から長期低成長期へと移り変わり、環境問題も産

業型公害から都市・生活型公害を経て、公害規制から環境保全と移り変わ

りました。 

 首都高が発足した昭和 34 年は、まさに日本が「高度経済成長期」にさ

しかかったときと言えます。それから昭和 40 年代半ばまでは、急速な社

会発展の裏で四日市ぜん息や水俣病などの４大公害訴訟に代表されるよう

な産業型公害が問題となる中、首都高はネットワーク整備を進めました。 

 そして、都市の拡大に沿って生活排水問題などの都市・生活型公害が顕

著になっていく中、各地で自動車に係わる大気汚染や騒音などの自動車公

害が問題となり、首都高でも環境アセスメントの実施や、さまざまな沿道

環境対策を実施してきました。昭和の後半から平成にかけて、川崎公害訴

訟及び東京公害訴訟があり、首都高が自動車による大気汚染問題の当事者

の１人として社会的に問われ、環境という問題に対して、さらにきめ細か

な対応が求められるようになってきました。 

 また、公害規制から環境保全に向けた取組みや、新たな環境問題への対

応も求められ、首都高においても中央環状新宿線のトンネル化といった方

針が出されるなど、環境に対する考え方や取組みも大きく方向が変わって

きました。 
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 今後も、首都高として首都圏の交通の円滑化のため、引き続きネットワ

ークの充実を図っていくことは環境に係わる立場として重要であると考え

ますが、社会情勢の変化に対応した、新たな環境への取組みも求められて

います。 

表－1 首都高の環境への取組み
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 ② 国際的な取組みから自治体に至る施策 

 図－3 は、私たちの住む地球が今後とも持続するために、国際的な枠組

みを示す条約、国の環境に関する法律、及び国、地方のさまざまな取組み

をあらわしています。このような多様な取組みが連携され、一体となって

環境に取り組む必要があり、首都高もこのような社会を構成する一員とし

ての役割が求められています。 

 国際的な環境の取組みや、国・東京都での環境施策の事例を以下に示し

ます。 

 1990 年代（平成２年）以降、廃棄物・リサイクルや地球環境など、新

たな環境問題が顕在化する中、1992 年（平成４年）にリオデジャネイロ

で開催された地球サミットにて気候変動枠組条約、生物多様性に関する条

約がそれぞれ採択されたのを契機に、国内でも地球規模に係わる、持続可

能な自然・社会環境を目指すための取組み・法整備が進行しました。 

 2006 年（平成 18 年）には国の第三次環境基本計画が制定され、環境と

経済の好循環、多様な主体の参加・連携による持続可能な社会の形成、地

球規模の環境問題への積極的貢献など、目指すべき社会の実現に向けた施

策が進められました。また、2007 年（平成 19 年）には 21 世紀環境立国

戦略が閣議決定され、「低炭素社会」「循環型社会」「自然共生社会」と

いう目指すべき社会のあり方が明確化されました。 

 東京都では、「東京の都市づくりビジョン」（2001 年（平成 13 年））

において、目指すべき都市像や戦略を示し、2009 年（平成 21 年）におけ

る改訂では、低炭素型都市への転換、水と緑のネットワークの形成、美し

く風格ある景観の創出等、「環境、緑、景観」を一層重視した都市づくり

の推進を掲げています。 

 また、東京都では、2006 年（平成 18 年）にはさらに成長を遂げるため

の都市戦略として「10 年後の東京」計画を策定し、実現にむけた環境分

野の取組みとして「緑の東京 10 年プロジェクト」「カーボンマイナス東

京 10 年プロジェクト」等を推進しています。あわせて、３か年のアクシ

ョンプランとして「10 年後の東京への実行プログラム」を策定し、毎年

度検証・改定しています。 
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図－3 国際的な取組みから国・自治体の施策 
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 ③ 都市をとりまく環境との係わりあい 

 図－4 は、都市を取りまく「環境」、「経済発展」、「コミュニティ」

の３つの要素の係わりをイメージしたものです。 

 私たちの首都高がある首都圏という都市においても、これら３つの要素

の係わりあいがバランスよく連携して機能することが大事であると考えま

す。安全・円滑なネットワークを整備することなどにより、交通の円滑化

と物流の効率化が図られ、都市をとりまく「環境」、「コミュニティ」、

「経済発展」の３つの要素が首都高ネットワークによってつながることで

それぞれ向上し、また、お互いをうまく連携させることによって、都市機

能をさらに向上させる（良循環）ことが、首都高の大切な役割であると考

えます。例えば、ジャンクションを建設する地域で居住継続を求める住民

の皆さんに応え、再開発と一体となった環境対策や緑地創造を組み合わせ

たジャンクションの整備といった「環境とコミュニティの維持・向上」、

東名から東北道方面へといった通行時間の大幅な短縮「経済発展」をもた

らした、大橋ジャンクションの整備のような取組みがあります。 

図－4 これからの都市をとりまく３要素と首都高の係わり 
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 これまでの首都高は、首都圏における物流をはじめとする自動車交通を

大きく担いながら、都市の形成に大きく寄与しつつ、自らのネットワーク

を拡大してきました。 

 しかし近年では、都市活動の過密化に伴うヒートアイランド現象などの、

都市化による問題も発生し、また感性価値やライフスタイルの多様化、都

心回帰にみられる土地利用の高度化など、首都高を取りまく状況は大きく

変化していると考えられます。 

 このことから、引き続きネットワーク整備による渋滞の低減や沿道環境

の改善に着実に取り組みながら、地域社会の一員として、都市をとりまく

環境の改善に積極的に係わり、地球温暖化の防止や生物多様性の保全など

地球規模の課題にも取り組んでいくことが、これからの首都高に求められ

ていると考えます。 

図－5 都市をとりまく環境の改善
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（２）首都高の機能と環境との係わりあい 

 首都高の機能・役割には、道路としての「交通機能」と「空間機能」があ

り、なかでも交通の円滑化等により交通機能を向上させることが、ＣＯ２の

削減などの環境改善に大きな期待が寄せられているところです。 

 「交通機能」とは、自動車専用道路である首都高の場合、安全・円滑・快

適に通行できるという機能を言います。 

 交通機能が果たす役割の１つとして物流が挙げられますが、首都高は２３

区内の貨物輸送量の約３割、農水産物の約４割など首都圏の物流を大きく担

っています。走行環境の改善や、ネットワーク整備・ボトルネック対策など

により渋滞を減らし走行をスムーズにすることにより、交通機能を向上させ

ることは、ＣＯ２削減効果や、ＮＯ２、ＳＰＭ等の大気環境の改善にもつな

がります。 

 「空間機能」としては、首都圏という都市の骨格形成や、災害時での延焼

防止などのための防災空間などが挙げられ、主に都市機能の形成・向上に貢

献しているものです。また、世界にも稀な都市内高速道路としての都市景観

形成も、首都高ならではの空間機能として挙げられます。 

 その中で、首都高に対して交通機能、空間機能のさらなる向上が求められ

る一方、それによって生じる沿道環境悪化の問題もあり、沿道の環境保全に

ついては、最も重要な課題として継続的に取り組んでいます。 

また、通常時の役割だけでなく、震災などの緊急時における大きな役割も

期待されています。地震防災対策、道路構造物安全対策及び構造物の点検等

を行うことにより首都高を強靱なインフラとすることで、震災などの緊急時

の非常用輸送ルートとして都市の早期復旧を支え、減災へ貢献します。 

 さらに、これから首都高に求められるものは、交通機能、空間機能といっ

た面だけでなく、例えば地球環境への係わりあいなど、新たな環境への取組

みについても考えられます。 



平成 23年 6月                                        首都高環境ビジョン 11

図－6 首都高の機能と環境との係わりあい 
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（３）社会的ニーズと環境との係わりあい 

 係わりあう相手によって、首都高が求められる環境はどのようなものがあ

るのか、また、首都高の機能に求められる環境について、求められる側面と、

問題とされる側面に分けて係わりあいを整理しました。そして、社会的に求

められるニーズから、首都高がどのように環境へ取り組むべきかを考えます。 

 ① 係わりあう相手と首都高が求められる環境 

 首都高が係わりあっている相手には、表－2 のとおり、「お客様」「沿

道住民」「地域社会」があり、それぞれが求めるニーズも異なります。例

えば、首都高をご利用になるお客様は、渋滞対策など円滑・安全な走行に

係わる取組みなど、また、沿道にお住まいの人は、沿道環境の保全に係わ

る環境負荷低減などを求めています。 

 さらに、地域社会としては、大気環境の改善や、都市のヒートアイラン

ド対策など、より広域的な環境対策が求められています。 

 一方、第三次環境基本計画（環境省）に掲げられている「環境と経済の

好循環、多様な主体の参加・提携による持続的社会の形成」をふまえ、低

炭素社会、生物多様性、循環型社会推進のための取組みが求められており、

首都高にとって社会全体への環境との「さらなる係わりあい」も考えられ

ます。 

表－2 係わりあう相手と環境施策 

係わりあう相手 首都高が求められる施策 

お客様 

渋滞対策、安全・円滑な走行環境、 

走行景観、エコドライブ 

電気自動車普及促進 

沿道住民 環境負荷低減などの沿道環境保全 

地域社会 
大気汚染対策、ヒートアイランド対策、 

災害時の安心・安全性 

さらなる係わりあい 

（社会全体） 

持続的社会への取組み（低炭素社会、循環型社

会、生物多様性保全）
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 また、お客様、沿道住民、地域社会のいくつかにまたがったニーズも考

えられます。例えば、安全・円滑な走行環境及び走行景観の向上など、走

行空間に係わる環境要素の向上については、単にお客様の視点だけでなく、

地域社会の視点から見ることによって、首都高や都市の価値向上につなが

る可能性があると言えます。 

 さらに、都市の魅力に係わる観光、文化の創出といった新たなニーズに

ついても今後顕在化してくると考えられます。 

 ② 首都高の機能に求められる環境との係わりあい 

 図－7 に、首都高の機能に求められる環境との係わりあいについて、環

境の向上・創出に係わる側面と、改善が必要で問題とされる側面に分けて

みました。 

 例えば、交通機能としては、首都高のネットワーク整備等による交通の

円滑化はＣＯ２削減効果や、ＮＯ２、ＳＰＭなどの大気環境の改善として

求められるものがある一方、沿道環境としては、大気、騒音、振動の問題

といった改善が求められる面もあります。 

 同じように、空間機能としては、首都高の存在そのものが都市の活力を

つくっているという都市景観に利する面と、首都高による圧迫感、汚れと

いった沿道景観への負の側面もあります。 
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図－7 首都高の機能と求められる環境 

 首都高の沿道環境や構造物の景観など、引き続き対策が必要な側面につ

いては、道路事業者の責務としてきめ細やかな対応をしつつ、これからの

首都高にとって、大気環境の向上、生物多様性の保全、リサイクルをはじ

めとした循環型社会構築のための貢献など、地域社会全体に至る環境の向

上や、都市景観や都市の活力といった、環境の創出に係わる側面がより求

められています。 

 さらに、電気自動車の普及促進や太陽光発電といった、新しい技術の取

組みなども求められています。 

 また、高速道路の省エネなど、事業の効率化やコスト削減といった、道

路事業者自らが取り組まなければならない課題もあります。 

 例えば、標識を車のライトで明るく見える超高輝度板にして標識を照ら

す蛍光灯をなくしたり、道路照明をＬＥＤタイプにすることは、消費電力

の削減だけでなく、照明器具の点検・交換に要する交通規制が少なくなる

ため、お客様にとっても環境によい取組みであると言えます。 
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３．環境への取組みに関する基本方針

 私たちが環境へ取り組むにあたって、どのようなことを大切に考え、またど

のようなスタンスで向かうべきか、そしてこれからの環境施策の取組み方針に

ついてまとめます。 

（１）首都高が環境に係わる際の立脚点 

 私たちが環境に係わるにあたって大切であり、また基本的な事項と考えて

いるのは、①ネットワーク整備などによる交通円滑化による環境改善や、②

係わりあう相手に立った環境への取組み、③さらなる社会全体の向上に向け

た取組みの３つの事項があります。 

 ① ネットワーク整備などによる交通円滑化がもたらす環境改善 

 私たちが何よりもまずやらなければならないもの、求められているもの

は、道路事業者として、ネットワーク整備やボトルネック対策などの渋滞

対策、適切な交通情報提供などにより、安全で円滑な交通をお客様に提供

することです。このことが、「首都圏のひと・まち・くらしを安全・円滑

な首都高速道路ネットワークで結び、豊かで快適な社会の創造に貢献しま

す。」という、首都高の「基本理念」にもつながり、渋滞の減少によりス

ムーズな走行がもたらす首都圏の自動車交通、物流の確保及び大気環境改

善のため、将来にわたり環境に係わる立場として最も大切なものであると

考えています。 

 ② 係わりあう相手に立った環境への取組み 

 私たちは、まず、「お客様」、「沿道住民」、そして「地域社会」とい

った首都高が係わりあう対象に対して、それぞれが求める環境への課題に

取り組む必要があります。 

 これからの環境に係わる対象者と取り組むべき課題をまとめたのが表－

3 です。 

 例えば、「お客様」については、前述した安全・円滑なネットワーク整

備により、交通の円滑化だけでなく、ＣＯ２削減などの大気環境の改善に

もつながります。また、走行性向上や走行景観など、走行環境改善の取組

みも求められています。「沿道住民」に対しては、大気、騒音、振動など

の沿道環境悪化に対して、遮音壁、裏面吸音板設置や高機能舗装、環境ロ

ードプライシングなどの沿道環境保全および改善の取組みがあります。さ
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らに、「地域社会」といったより広い対象に対しては、首都高の存在自体

による都市の活力といった、都市景観の向上などの都市環境の取組みがあ

ります。 

 このようなお客様、沿道住民、地域社会との係わりあいが、安全・円滑

なネットワーク整備などにより「快適な走行空間」、環境負荷低減などに

より「快適な沿道環境」、地域社会との共生などにより「快適な都市環

境」を創出していくことにつながります。 

表－3 係わりあう対象と環境の取組み 

対象 
環境との 
係わり 

取り組んでいく課題 

お客様 
低炭素社会 
走行環境 

快適な首都
高ネットワ
ークの創出 

・安全・円滑なネットワークの整備、
渋滞対策、交通情報提供 

・走行性向上、走行景観の創出 

沿道住民 沿道環境 
快適な沿道
環境の創出 

・環境負荷低減による沿道環境の保全
（高機能舗装、ノージョイント化、
環境ロードプライシングなど） 

・地域と一体化した環境の創出 

地域社会 都市環境 
快適な都市
環境の創出 

・都市再生・都市機能の向上への貢献
（都市景観など） 

・ネットワーク展開による地域社会と
の共生 
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 ③ さらなる社会全体の向上に向けた環境の取組み 

 以上のような取組みとともに、首都の基盤的な都市施設を運営する者と

して、地域社会を取りまく都市環境、地球環境（自然）の視野にも立ち、

社会情勢、ニーズの変化をよくふまえながら、私たちが世界でも稀な都市

内高速道路の建設・管理の中で培ってきた技術、組織力、皆様方とのコミ

ュニケーションが求められています。その中で、快適な都市環境の創出に

係わる都市景観や緑化などを、さらに広く深く、環境施策として総合的に

展開していく必要があります。 

 このことから、表－4 に示すような、ヒートアイランド対策や、生物多

様性保全の取組み、循環型社会に向けた取組み、新技術の取組み、新たな

都市景観・活力の創出、都市防災・減災への貢献といった社会全体へのさ

らなる環境改善を図っていく取組みが必要であると考えます。 

表－4 さらなる社会全体の向上に向けた環境の取組みと内容

環境の取組み 内 容 

1.ヒートアイラン
ド対策 

・緑化、遮熱性舗装など

2.生物多様性保全
の取組み 

・生物生息環境の創出
・エコロジカルネットワーク形成への貢献

3.循環型社会に向
けた取組み 

・建設副産物のリサイクル、事務所エコなど
・循環型社会促進のための環境づくり

4.新技術の取組み  
・太陽光発電、風力発電、電気自動車普及促進
など 

5. 新 た な 都 市 景
観・活力の創出、
都市防災・減災へ
の貢献 

・新たな都市景観、「文化」の創出など
・都市防災・減災への貢献
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 以上のような、首都高が環境に係わる際の立脚点、つまりネットワーク

整備などによる交通円滑化がもたらす環境改善、係わりあう相手に立った

環境への取組み、そしてさらなる社会全体への向上に向けた取組みを気球

のイメージで示したものが図－8 です。 

 この図に示すように、基本理念で求める「ひと」、「まち」、「くら

し」が、首都高ネットワークにより、「お客様」、「沿道住民」、「地域

社会」といった係わりによってつながり、一体となって発展していく必要

があり、その先には、ヒートアイランド対策や生物多様性保全、循環型社

会、新技術、新たな都市景観・活力、防災・減災への取組みといったさら

なる環境への展開へ向かうことが求められています。 

図－8 首都高の環境への係わり方のイメージ
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（２）首都高の環境の取組み方針 

 首都高の環境の取組みとしては、①着実な環境施策の取組みと、②環境コ

ミュニケーションの展開、③環境マネジメントの推進という３本の柱で成り

立ちます。それらについて適切に対応していくことが、首都高の環境に係わ

る立場として大切であると考えます。 

 [方針 1]着実な環境施策の取組み 

 前項の環境に係わる際の立脚点において、ネットワーク整備などによる

交通の円滑化や、係わりあう相手に立った環境の取組み、さらなる社会全

体の向上に向けた環境の取組みといった、３つの事項があることを述べま

した。 

 このことは、私たちが、環境への取組みによって、首都高そして地域社

会全体への「さらなる貢献」をよりよく実現していくために、お客様、沿

道住民、地域社会から「さらなる係わりあい」へ対象を広げ、また、今ま

での取組みをもとに、「さらなる展開」へと施策を深めていく必要がある

とも言えます。 

 首都高が今まで取り組んできた環境施策を、「お客様」、「沿道住民」、

「地域社会」といった首都高が係わっている相手を横軸に、「対策」、

「調和」、「共生」のような、施策の展開の深さを縦軸にして整理すると、

図－9 のような「環境マトリクス」ができます。 

 環境マトリクスのもっとも右側の列は、地域社会でも社会全体（地球環

境）に至る、いわば「さらなる係わりあい」、すなわち対象の広がりを示

すものであり、生物多様性保全や新エネルギー、省エネルギーなどの「新

たな環境への取組み」が該当します。 
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図－9 首都高の目指す環境との係わりあい方（環境マトリクス） 

 また、お客様から地域社会にかかる、もっとも上段の行は、これからい

っそう施策を展開していく、いわば「さらなる施策の展開」であり、今ま

での「対策」、「調和」から、地域と一体化し、連携した「共生」という

段階であると考えます。

 これらの環境施策の段階的展開を表－5 に示します。この表にあるよう

に、「対策」から「調和」、「共生」に至る段階的展開として、例えば

「空間への展開」は、点から線へ、線から面へと、沿道の土地利用状況な

どをかんがみながら発展させるべきものであり、「施策の打ち出し方」も

連携、組み合わせたパッケージへ、「コミュニケーション」は単独から多

様化する感性価値をふまえながらの連携・協働へ、「技術」は要素から総

合力へと進むべきものと考えます。 
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表－5 環境施策の段階的展開について 

施策の展開の方向性  対策 → 調和 → 共生 

時間の流れ  短期 → 中期 → 長期 

空間への展開※  点  →  線  → 面 

施策の打ち出し方 
 単発    →   パッケージ 

           （連携・組みあわせ） 

コミュニケーション  単独    →   連携・協働 

技術  要素    →   総合力 

※沿道の土地利用状況などをかんがみながら発展させていく 

 首都高の環境への取組みを過去から現在、将来という「時間」軸を入れ

て、３次元的に環境マトリクスを段階的展開したのが図－10 です。 

 この図のように、現在の首都高に求められるものは、お客様、沿道住民、

地域社会といった対象への係わり方や、係わる深さ（施策の展開）も、過

去に比べると大きく広がっています。 

 今後も、バランスよい施策の展開を図りながら、社会全体に至る「さら

なる係わりあい」や、新規スキームの施策に至る「さらなる展開」を積極

的に進めていくことで、今までの首都高の社会貢献度を環境面でさらに押

し上げていくことを目指していきます。 
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図－10 首都高の環境との係わりあい方の変化 
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 [方針 2]環境コミュニケーションの展開 

 首都高が環境先進企業を目指し、環境施策に積極的に取り組んでいるこ

とを、皆様によりよくアピールし、同時に、社会的な責任として環境に係

わる情報開示を広く行っていくことをご理解していただくことも重要であ

ると考えています。これからも、広く、深く環境に取り組む姿勢を周知し

ていくために、マスコミに積極的に係わり、環境イベントや現場見学会な

どを通じた皆様との環境コミュニケーション、地域との協働に積極的に取

り組んでまいります。 

  イ）マスコミとの連携によるＰＲ 

 首都高が環境に取り組む目的として、環境先進企業を目指す首都高

の存在を社会に認知していただくというものがあります。もちろん、

単に首都高の名前をマスコミに流せば良い、というものではないかも

しれませんが、首都高が環境に取り組んでいるという姿勢を広く知っ

ていただくということは、首都高が行っているあらゆる事業・管理・

運営において、ご理解をいただくバックボーンとして大きなものであ

ると考えます。 

 近年、多くの企業で、環境に取り組む企業であることをＰＲするこ

とによって企業ブランドを高めていくという動きがあり、首都高にお

いてもテレビ、新聞、雑誌などのあらゆるマスコミに対して、環境に

取り組む姿勢を積極的に情報発信していくことが大切であると考えま

す。 

 例えば、大橋ジャンクションの屋上公園や換気所屋上の自然再生緑

地における稲作の取組みなどについても、積極的にマスコミに情報発

信していく必要があると考えます。 

  ロ）環境イベント、現場見学会などによる周知 

 首都高が環境に取り組んでいるイメージを広く知ってもらうことと

同時に、どのような環境への取組みを行っているかについて深く知っ

てもらう機会も必要であると考えます。このような深い係わりあいを

持つための機会として、環境イベントに来場された方へ、首都高の環

境への取組みを説明し、必要に応じて体験してもらうことは環境コミ

ュニケーションとして有効な場であると考えます。 

 また、首都高講座や親子見学会などの現場見学会においては、来訪

される方の目的がはっきりとしており、現地の臨場感もあることから、
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人数は少ないものの参加者にとっては極めて有意義であると思われま

す。さらに、情報が発達している現代においては、個人のブログなど

に丁寧に紹介されることも多く、このようなＰＲ効果も非常に有効で

あると考えます。 

  ハ）地域との協働 

 見沼たんぼ首都高ビオトープや大橋ジャンクションにおいては、地

域との協働・連携した取組みを行っています。今までの首都高は、建

設するときは沿道の方との連携を大事にするものの、工事が完了する

と、地元との関係が途絶えてしまうことも多くあったと思われます。

私たちは、社会の一員として、土地の風土を保全することや街づくり

といった地域との協働が、さらなる環境への取組みとして重要である

と考えます。 

  ニ）社員のＰＲ活動 

 首都高の社員が、環境への取組みを十分理解し、首都高の広報マン

として関係団体、企業だけでなく、家族、親類や友人にきちんと伝え、

幅広い意見を聴くことも、首都高が環境先進企業として広く、良く認

知されるための重要な広報・広聴の一つであると考えます。これらの

実践が、首都高の社員１人１人に求められています。 

  ホ）積極的な情報開示 

 私たちが行う環境広報は、マスコミへのＰＲや、環境イベント、地

域との協働といった、首都高から積極的に働きかけるものも重要です

が、ホームページなどに環境の取組みを分かりやすく情報開示するな

ど、情報を求める方に対して、きちんと情報提供することも必要と考

えます。 
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 [方針 3]環境マネジメントの推進 

 これから首都高が環境に取り組むにあたって考えていかなければならな

いこととして、交通円滑化や沿道環境保全などの求められる環境対策の着

実な実施、新しい技術の積極的な取組み、更新にあわせたよりよい改良、

事業者としての沿道環境監視、持続的な環境の取組みのための自己評価、

社員のスキルアップと環境技術の育成、及び実施に向けた予算の確保とい

うことがあります。これらのことを適切にマネジメントすることが、今後

も首都高が環境に係わっていき、それを実施していくときに、必ず必要な

ものと考えます。 

  イ）求められる環境対策の着実な実施 

 中央環状品川線や横浜環状北線などのネットワーク整備、板橋・熊

野町ジャンクション間拡幅や小松川ジャンクション新設などのボトル

ネック対策、適切な交通情報提供など、交通円滑化に係わる施策はも

っとも基本となる環境対策であり、また、高機能舗装やノージョイン

ト化などの沿道環境保全対策についても着実に進める必要があります。

さらに、防音助成、日照補償、電波障害対策などの助成や補償につい

て、首都高が環境先進企業として社会に認められるためにも、このよ

うなことに対して適切に対応していく必要があります。 

  ロ）新たな技術への積極的な取組み 

 私たちが環境先進企業を目指し、社会の一員の役割を担うためには、

新しい環境技術について積極的に取り組むべきであると考えます。特

に、業務用車両に電気自動車を導入したり、急速充電器をパーキング

エリアに設置するなど、電気自動車の普及促進を図る必要があります。

さらに、太陽光発電などの新たな技術にも積極的に取り組んでまいり

ます。 

  ハ）更新時にあわせたさらなる環境への取組み 

 首都高速道路もいずれ耐久限度を迎え、架け替えるときが来るかも

しれません。架け替えることがなくても、遮音壁や裏面吸音板などを

更新する際、環境負荷の低減効果があるだけでなく、周辺環境にマッ

チし、また車窓の風景が求められる箇所については透光板タイプにす

るなど走行景観に配慮したものが求められます。このようなときに首

都高としてどのようなものにするかということを考えておく必要があ

ります。 
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  ニ）都市防災・減災への取組み 

 首都高の役割として、通常時に求められる機能だけでなく、震災時

に求められる機能もあります。首都高速道路は耐震性にも優れており、

さらにアクセスコントロールしやすいという面もあり、震災時には、

緊急輸送路として果たすべき役割は大きいものがあります。そのため

には、震災時には、発生直後に早急に点検し、被災箇所は早期な応急

処置を行い、災害時の輸送路として活用できるよう、常時から考えて

おく必要があります。 

 また、トンネルなどの発災時での防災・減災対策も重要であり、重

大事故とならないような消火設備や、監視体制、避難路の確保などに

ついての配慮をしていく必要があります。 

  ホ）事業者としての沿道環境の把握 

 今後も環状道路の建設をはじめ、安全・円滑なネットワークのため

の改築・維持などの整備に携わっていく道路事業者として、交通状況

だけでなく、騒音や大気をはじめ、景観、土地利用状況、近隣のコミ

ュニティなど首都高沿道における環境を幅広く把握し、また、お客様

センター、グリーンポストへ寄せられるご意見・ご質問などに真摯に

耳を傾けながら、今後の沿道環境対策をはじめとした事業の進め方に

反映させていく必要があると考えます。 

  ヘ）環境施策の取組みにおける自己評価 

 環境施策の取組みについて、どのように社会貢献につながっている

か、皆様にどのように評価されているか、社会的なニーズから逸脱し

ていないか、どのような形で会社に貢献できるのか、などを自ら評価

することも重要であり、その方法について模索していきます。 

 これには、見沼たんぼ首都高ビオトープや大橋換気所屋上の自然再

生緑地における生物や植物のモニタリングなどにより、施策を評価す

ることも含まれています。 

  ト）環境施策の実施に向けた予算の確保と持続的な取組み 

 以上のような環境への取組みも、予算的な裏づけがなければ何もで

きません。常に、社会的なニーズから何をしていく必要があるのかを

考え、必要な予算の確保や省エネなどのコスト削減、施策の組みあわ

せ・パッケージ化、他企業などをはじめとした連携や協働など、さま
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ざまな工夫をしていく必要があります。 

 また、前に述べたような、沿道環境の把握や自己評価をふまえて、

ＰＤＣＡサイクルを実施し、常に適切な取組みとなるよう、柔軟に施

策の見直しを図っていく必要があります。 

 チ）社員の環境学習と環境技術力の育成 

 前項の「環境コミュニケーションの展開」の中でも述べましたが、

首都高の社員が、社会に対してきちんと説明し、１人１人が広報マン

として係わっていくだけでなく、社会情勢やニーズに対応できる持続

的な環境施策を推進していくためには、社内研修などによる社員のス

キルアップを図ることが必要と考えます。また、そのようなバックボ

ーンとなる会社としての環境に取り組む姿勢や技術力を育て、それを

蓄積するといったことも大切です。 

 例えば、大橋”グリーン”ジャンクションや、見沼たんぼ首都高ビ

オトープなどの緑の取組みや、生物多様性の創出、ヒートアイランド

対策、リサイクル、省エネといったような管理ノウハウの育成・蓄積

にも積極的に取り組むことが求められています。 
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４．環境施策の取りまとめと今後の展開

 これまで首都高として環境への取組みに関する方針を述べてきましたが、首

都高が行ってきた環境施策を整理し、今後の環境施策の展開についてとりまと

めます。 

（１）首都高の環境施策の取りまとめ 

 前項の図－9 に、首都高が今まで取り組んできた環境施策を整理・体系化

したのが、図－11 の環境マトリクスです。この環境マトリクスでは、環境

との係わりあいの広がりと深さ（施策の展開）により、今後首都高が行うべ

き環境施策を網羅し、首都高の進むべき方向性を示しています。 

 例えば、「お客様」への係わりあいとして、ネットワーク整備、ボトルネ

ック対策などの交通の円滑化は「ＣＯ２削減」つまり「低炭素社会」につな

がり、また、緑化などの走行景観は「走行環境」につながり、さらなる取組

みによって「快適な走行空間」が創出されます。また、「沿道住民」への係

わりあいとして、騒音対策等の沿道環境対策、トンネルなどの環境に配慮し

た道路構造の採用などは「沿道環境」につながり、環境負荷低減などいっそ

うの対策を進めることで「快適な沿道環境」が創出されます。さらに、「地

域社会」への対策は、「快適な都市環境」の創出につながっていきます。 

 今後は、「さらなる係わりあい」として、「社会全体」への取組みを考え

ていく必要があり、新たな環境への取組みとして、太陽光などの新エネルギ

ー、生物多様性保全、建設副産物の再資源化などがあり、「新技術」や「循

環型社会」という環境面との係わりあいを通じて「快適な都市環境」の創出

につながっていきます。 
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図－11 首都高の環境施策（環境マトリクス） 
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（２）今後の環境施策の展開 

 前述の環境マトリクス（図－11）をもとに、図－12 では「お客様」、

「沿道住民」、「地域社会」、「さらなる係わりあい（社会全体）」といっ

た係わりあいの対象ごとに、継続して取り組む施策、これからさらに取り組

む施策を想定しながら、「快適な首都高ネットワークの創出」、「沿道環境

の保全・改善」、「地域と共生する環境の創出」、「社会全体へのさらなる

環境改善」、「環境コミュニケーションの展開」、「環境マネジメントの推

進」のように、６つの環境施策の目標を構築しました。この６つの目標をも

とに、これから環境マスタープランを構築してまいります。 

 環境マスタープランにおける目標と施策メニュー（骨子）を表－6 に示し

ます。 
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図－1 2  環境マトリクスから環境マスタープランへ 
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表－6(1) 環境マスタープランにおける目標と施策メニュー（骨子） 

1.快適な首都高ネットワークの創出 

目標 施策メニュー 

1-1 交通円滑化によ

る大気環境改善

と走行景観 

○交通円滑化による大気環境改善 

■ネットワーク整備 

■ボトルネック対策 

■工事・事故渋滞対策 

■利用者への情報提供 

○走行景観の改善 

■走行空間内の緑化 

■走行空間内の意匠デザインの工夫 

1-2 走行性向上、走

行景観の創出 

○沿道と連携した走行空間の創出 

■借景による走行空間の演出 

2.沿道環境の保全・改善 

目標 施策メニュー 

○交通施策による沿道環境の改善 

■環境ロードプライシング 

■他交通機関・行政との連携（案） 

（ＰＡ＆ライドなど） 

○環境負荷低減による沿道環境の保全 

■環境に配慮した道路構造 

（トンネル化、長径間化など） 

■騒音・振動対策 

（遮音壁、裏面吸音板、高機能舗装など） 

■脱硝装置、光触媒塗装 

2-1 沿道環境の保全 

○沿道環境対策 

■助成・補償対策 

（防音、日照、電波障害） 

■工事に伴う騒音・振動対策 
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表－6(2) 環境マスタープランにおける目標と施策メニュー（骨子） 

3.地域と共生する環境の創出 

目標 施策メニュー 

○景観向上による都市景観との調和 

■構造物の意匠デザイン 

■構造物の緑化 

■ライトアップ 

■美装化 

■景観向上対策 

○地域社会との共生 

■クロスポイントの創出（ジャンクション等） 

3-1 地域社会と連携

した緑化・都市

景観の創出 

○地域との一体整備 

■高架下空間の利用 

■環境施設帯の整備 

4.社会全体へのさらなる環境改善 

目標 施策メニュー 

○新しい技術の取組み 

■遮熱性舗装等の導入（ＰＡ） 

■構造物の緑化 

4-1 ヒートアイラン

ド対策 

○地域社会との共生 

■緑地空間の創出 

4-2 生物多様性保全

の取組み 

○生物多様性保全の空間創出 

■生物生息環境の創出 

■エコロジカルネットワーク形成への貢献 

4-3 循環型社会に向

けた取組み 

○よりよい環境の実現 

■リサイクル（建設発生土など） 

■事務所エコ 

■循環型社会促進のための環境づくり 

4-4 新しい技術の取

組み 

○新しい技術の取組み 

■新エネルギーの設置促進 

（太陽光、風力発電） 

■省エネの推進 

（道路空間） 

■電気自動車普及促進 

（急速充電器設置等） 

○新たな都市景観・文化の創出 

○新たな沿道との係わりあいの創出 

4-5 新 た な 都 市 景

観 ・ 活 力 の 創

出、都市防災・

減災への貢献 
○安心・安全な都市環境の創出 
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表－6(3) 環境マスタープランにおける目標と施策メニュー（骨子） 

5.環境コミュニケーションの展開 

目標 施策メニュー 

○マスコミとの連携によるＰＲ 

○環境イベント、現場見学会などによる周知 

○地域との協働 

○社員のＰＲ活動 

5-1 環境コミュニケ

ーションの展開 

○積極的な情報開示 

6.環境マネジメントの推進 

目標 施策メニュー 

○求められる環境対策の着実な実施 

○新たな技術への積極的な取組み 

○更新にあわせたさらなる環境への取組み 

○震災時などにおける防災・減災上の配慮 

○事業者としての沿道環境の把握 

○環境施策の取組みにおける自己評価 

○社員のスキルアップと環境技術の育成 

6-1 環境マネジメン

トの推進 

○環境施策の実施に向けた予算の確保と持続的な

取組み 
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