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　本資料は，主に都市部の道路整備において今後増加すると考えられる換気塔について，適切な景観上の配慮を行うための
考え方、方向性、検討手法ならびに参考となる事例を紹介するものである．内容は第１部のガイドラインと第２部の事例紹
介に分かれている。ガイドラインでは，換気塔の計画・設計上の配慮事項，検討のイメージを挙げるとともに，道路事業の
遂行段階ごとに検討すべき事項を示した。事例紹介では国内外の計 29事例を紹介した。現地調査を実施した事例について
は学識経験者のコメントを付し，主要事例に関して検討経緯を示した。

   This report presents the orientation, methods and examples of the architectural and engineering design of tunnel ventilation buildings, 
which are expected to increase in the road projects in urban areas. The contents consist of two parts: the first part, the guideline, shows 
the points of design and outline of design process considering the procedure of road construction project and the second part, case studies, 
introduces 29 examples.



はじめに

　国土交通省では、平成 15（2003）年に公表した美しい国づくり政策大綱
の中で、公共事業における「美しさの内部目的化」を宣言しました。また、
景観法の施行（平成 16年）や歴史まちづくり法の成立（平成 20年）によっ
て地方自治体における景観形成の取り組みがこれまでにも増して広がりを見
せています。こうした状況から、公共事業の実施において「よい景観」を生
み出すことへの必要性と社会的要請が以前にも増して高まっています。
　我が国の人口が減少に転じ、今後は都心回帰の方向が強まると考えられま
す。我が国の都市でもヨーロッパの多くの都市と同様に、都心では歩行者空
間が重視され、道路の地下化などにより車両交通・通過交通が地上から排除
される傾向が進むと思われます。
　地下式道路では、地上部の環境・景観が通常の道路に比べて飛躍的に向上
する一方で、存在感の大きな施設として換気塔の存在がクローズアップされ、
多くの場合、換気塔がその道路のイメージを代表することになります。換気
塔は、そのデザインや検討プロセスによって、目障りな迷惑施設と捉えられ
る場合からランドマークとして親しまれるものまで様々です。道路事業に関
する市民の理解を得る上で、換気塔は換気機能の確保だけではなく、見られ
る対象として景観に配慮した計画・設計を行う必要があります。
　そこで本資料では、道路事業者や道路行政の担当者に活用していただくこ
とを前提に、換気塔に関する景観配慮の着眼点、方向性、道路事業各段階で
の検討事項や国内外の参考事例をとりまとめたものです。
　本資料の内容検討にあたっては、「換気塔の景観検討勉強会」を設置し、
現地調査等を踏まえて議論を行いました。佐々木葉座長ならびに学識経験者
委員の皆様には厚く御礼申しあげます。
　景観への配慮は事業の構想段階から始まります。道路事業のできるだけ早
い時期に本資料に目を通していただきたいと考えます。本資料が、道路事業
に係わる皆様に活用され、道路景観向上の一助となれば幸いです。

換気塔の景観検討勉強会
役職 氏名 所属（2008.6 現在）
座長 佐々木 葉 早稲田大学理工学術院社会環境工学科　教授
委員 有田 智一 筑波大学大学院システム情報工学研究科社会システムマネジメント専攻　准教授
委員 大窪 健之 立命館大学 COE 推進機構　教授
委員 岡田 昌彰 近畿大学理工学部社会環境工学科　准教授
委員 曽根 真理 国土技術政策総合研究所環境研究部道路環境研究室　主任研究官
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第１部
換気塔のデザインガイドライン



2

1　換気塔と景観デザイン

1-1　なぜ換気塔に景観デザインが必要か

　近年、都市部における道路整備では、周辺環境への影響抑制等に配慮し、地下道路として計画される例が多
くなっている。そのため、今後地下道路の給排気を行うための換気塔の建設が都市内に増加することが予想さ
れる。

換気塔の持つ不利な条件
　換気塔は地下式道路がもたらす地上部の環境改善を支える重要な施設である。しかし、道路本体や通常の道
路付属物、占用物と比べ、景観上はかなり特殊な施設である。橋梁・トンネル・土工・防護柵・照明・植栽な
どは、その形状とそれらが果たす機能が対応しており、なぜその場所にその施設が必要なのかは自明である。
ところが、換気塔は地上から見る限り、その機能とその場所に置かれる必然性を直感的に理解することができ
ない。その上、機能上の必要性から、構造物の規模や高さが周辺の景観要素のスケールに対してかなり大きく
なり、その存在が都市空間に与える影響が極めて大きくなる。機能の充足のみを考えて換気塔の設計を行った
場合、環境改善をもたらす機能を担うはずの換気塔が、視覚的に迷惑施設として評価され、ひいては道路事業
のイメージダウンにもつながりかねない。
　つまり、換気塔はもともと景観上不利な条件に置かれているにも関わらず、地上から見た場合には、道路事
業を象徴する構造物としての役割を担わざるを得ない。

換気塔デザインの難しさ
　換気塔の持つ、機能と配置に関する必然性の不明瞭さ、規模の大きさという景観上不利な条件は、他の社会
基盤施設ではあまり見られない。これを克服するには、既存の良好な事例を参照しながら、計画早期から慎重
な対応が必要である。
　既存事例において、景観上良好な事例は計画早期から景観デザインが検討されていると考えられる。一方、
基本的な形状が固まった段階で修景的に対応されたと思われる事例は、上記の不利な条件への対応に手がつけ
られず、外装材の配慮などコストが掛かった割に効果が発揮できていないことが多い。

　換気塔は、景観上不利な条件を持ち、なおかつ計画早期から慎重に行わなければ景観デザインの効果が上げ
にくいという悪条件の中で、道路事業を象徴する大規模な構造物となることを要請されている。この要請に応
えるためには、景観を換気塔に求められる性能のひとつとして位置づけ、構想から計画、設計、施工、維持管
理に至るまで、景観デザインを考慮して事業を進める必要がある。
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写真 1-1-1,2　中落合換気所（首都高速道路中央環状線）

写真 1-1-3,4　井荻南換気所（東京・環状八号線）

写真 1-1-5,6　北町若木換気所（東京・環状八号線）

写真 1-1-7,8　入船みなと換気所（新潟みなとトンネル）

国内の換気塔事例
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写真 1-1-9,10　鍛冶橋換気所（首都高速道路八重洲線）

写真 1-1-11,12　13 号地換気所（首都高速道路湾岸線）

写真 1-1-13,14　千鳥ヶ淵換気所（首都高速道路都心環状線）

写真 1-1-15,16　山科換気所（阪神高速道路京都線）
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写真 1-1-17　換気塔 No.4（ボストン・ビッグディグ I-93 号線）

写真 1-1-18　換気塔 No.1（ボストン・ビッグディグ I-90 号線）

写真 1-1-19　マンハッタンリバービル（ニューヨーク・ホーランドトンネル）
 

海外の換気塔事例
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1-2　換気塔の役割と仕組み

換気塔の役割
　トンネル内を通行する利用者が安全で快適に運転できる環境を確保するために、一定以上の規模を有するト
ンネルでは空気を入れ替える ｢トンネル換気｣ が必要となる。
　比較的延長の短いトンネルでは車の走行圧力を利用して走行方向と同じ方向に風を流し、坑口から換気を行
う ｢縦流換気方式｣ を用いることできるが、より規模の大きいトンネルでは ｢集中排気方式｣ や ｢横流換気方
式｣ 等のファンなどの機械設備を介して換気を行う換気形式が採用される。
　自動車からの排気ガスを含むトンネル内の空気は換気所より排出されるが、周辺環境への影響を極力小さく
するため、集塵や脱硝などの処理を行うと共に、排気ダクトを一定の高さに立ち上げ、排気風を上空に吹き上
げ拡散させる必要がある。都市部のトンネルにおいては換気所近隣への環境影響を抑えるため排気ダクトをよ
り高く設定することが要求され、換気所は塔状の構造物である ｢換気塔｣ として特徴的な景観を有する施設と
なる。

図 1-2-1　換気塔の役割に関する概念図
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換気塔の仕組み
　換気塔内部には、トンネル換気を行う換気ファンやダクト、周辺の環境への影響を抑えるための集塵装置、
脱硝装置、消音装置、その他電気設備や管理設備などの多様な設備が設置される。
　換気塔にはこれら設備を収容するための空間が必要となり、換気塔の大きさや配置、デザインに大きく影響
する要素となる。

表 1-2-1　換気塔内部に設置される設備
設備 機能

換
気
設
備

換気ファン トンネル内への給気・排気を行うファン
集塵装置 SPM（浮遊微粒子状物質）を除去する電気集塵機

低濃度脱硝装置 NO2（二酸化窒素）を除去する装置
消音装置 換気ファンから発生する音を吸音材にて低減する装置

コーナーべーン 排気流を換気塔から排出しやすくするために気流の向きを変える装置
電気設備 電力会社からの受電装置や、換気・照明・防災等の設備に電力を供給する変電装置

トンネル防災設備 消火設備、ポンプ、貯水槽等
管理設備 道路管理室、空調装置、通信設備等

機材搬入口 上記施設のメンテナンスのための搬入口

図 1-2-2　換気塔内部に設置される設備
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写真 1-2-1　換気ファン 写真 1-2-2　換気ファン機器外観

写真 1-2-3　消音装置 写真 1-2-4　低濃度脱硝装置

写真 1-2-5　コーナーべーン 写真 1-2-6　電気設備

写真 1-2-7　交通監視室
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1-3　換気施設の部位と名称

　換気塔の景観デザインを検討するために、換気施設を構成する部位の名称を景観上の観点から改めて定義す
る。

　換気塔とは、排気・給気を行う塔状ダクト部をさす。塔状ダクトが排気専用または給気専用の場合には、排気塔、
給気塔と呼ぶ。
　施設棟とは、換気設備や管理設備を収容する建屋状の部分をさす。
　計画敷地とは、換気塔設置のために用意された敷地空間であり、管理のために必要な空間を含めたものをさす。
　付帯施設とは、外付け階段、梯子、機材搬入口など本体に付随的に設置される施設をさす。
　これら全体をさして換気施設と呼ぶ。

計画敷地

付帯施設

付帯施設

換気塔（排気塔、給気塔）

施設棟

図 1-3-1　換気施設の名称定義
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2　換気塔の景観デザインの方向性

　換気塔の景観デザインは、換気塔の配置や規模などの設定から細部のデザインに至るまで、換気塔の設置位
置近傍の道路設計や換気塔の機能や設備の設計と並行して継続して検討する必要がある。検討を行う際の主要
な検討事項は、①換気塔の規模、②換気塔の設置位置、③換気塔の見せ方、④換気塔群としての配慮、⑤プロ
ポーション・レイアウト、⑥細部デザイン、⑦付帯施設デザイン、⑧計画敷地デザインの８項目である。また、
これらの検討事項に関する標準的な方向性について表 2-1-1 に示す．

2-1　換気塔の景観検討事項

表 2-1-1　換気塔の景観デザインにおける主要な検討事項と標準的な検討の方向性
検討事項 標準的な方向性（詳細は 2-2 参照）

①換気塔の規模 躯体規模の縮小により、圧迫感の軽減を図る。

②換気塔の設置位置
道路内外からの換気塔の見られ方や存在感を考慮して設置位置を設定す
る。

③換気塔の見せ方
周辺環境に対する換気塔の見せ方を設定する。消去的に見せる場合と主張
的に見せる場合がある。

④換気塔群としての配慮
複数の換気塔がある場合、換気塔群としてのデザインの統一性を確保する。
または個々の換気塔の周辺条件に応じた差別化を検討する。

⑤プロポーション・レイアウト
圧迫感の軽減を図るための構造物プロポーションを検討する。着眼点②③
⑧などを配慮した施設レイアウトを検討する。

⑥細部デザイン
躯体の圧迫感の低減や周辺環境との調和を考慮して細部形状や壁面・外装
などの検討を行う。

⑦付帯設備デザイン
付帯設備による煩雑な印象を回避するため、本体と一体のものとして計画
する。

⑧計画敷地デザイン
換気塔の圧迫感を緩和するための緑地帯確保やパブリックアクセスを高め
る広場空間としての整備を検討する。
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2-2　景観デザインの基本的な方向性

①換気塔の規模
　換気塔のスケール感突出や圧迫感を低減するため、躯体規模の縮小を図ることを基本とする。

　換気施設には換気ダクト、送排風機、集塵・脱硝装置、電気設備等の設備やコントロールセンター等の管理
施設が収容され、換気塔および施設棟の躯体規模が大きくなる傾向にある。躯体規模が大きくなることにより、
周辺環境に対するスケール感の突出や近景視点における圧迫感が生じる恐れがあることから、何よりも先に換
気施設の躯体規模縮小について検討を行い、周辺環境とのスケール感の調和や圧迫感の軽減を図る必要がある。
　換気塔の躯体規模縮小のためには、換気施設の換気能力の設定や機械設備の収容空間の地下化などの換気設
備設計の基本的構成に踏み込んだ検討が必要であり、これらが検討される道路予備設計段階において、景観検
討を実施することが重要である。

■事例
◎躯体規模が大きい換気塔事例

壁面の分節等の工夫は躯体の圧迫感軽減に一定の効果を上げているが、大きな躯体規模は周辺環境との調和にとってマ
イナス要因となる。

写真 2-2-1 飛鳥山換気所（首都高速道路中央環状線）

写真 2-2-2 隼人町換気所（首都高速道路都心環状線） 写真 2-2-3 井荻北換気所（東京・環状八号線）
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◎躯体規模の縮小に配慮した事例

写真 2-2-6 千鳥ヶ淵換気所（首都高速道路）給気塔
給排気塔の分離により規模を縮小した

写真 2-2-7　同排気塔

図 2-2-1 東中野換気所の設備レイアウト 1)

写真 2-2-4,5 東中野換気所（首都高速道路中央環状線）
機械設備収容部の地下化、排気塔・給気塔の分離により躯体規模を縮小した
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②換気塔の設置位置
　道路内外からの換気塔の見られ方や存在感を考慮して換気塔の設置位置を検討する。

　換気塔の設置位置は、換気塔の見え方、換気塔の存在感に大きく影響する要素であり、設置位置により景観
デザインの方向性も自ずと限定されてくることから、道路本体の計画と連携した十分な検討が必要である。
　地上部の道路の中央分離帯やインターチェンジ内部等の道路空間内に換気塔が設置される場合には、換気塔
が周囲から見られる対象となりやすい。こうした場合、計画・設計の工夫によって適切にデザインされた換気
塔は道路軸線上の視線を受け止めるアイストップとなりうるが、対応が不十分である場合には、視覚的な阻害
要因となり、道路利用者や周辺住民に圧迫感を与え、周辺環境の中で違和感を感じさせる構造物となる可能性
がある。
　一方、地上道路の路側空間や道路空間と関連の無い位置に換気塔が置かれる場合、道路機能との関連が直感
的に理解できないことから、道路施設として認識しにくい構造物となる場合が多い。こうした場合、周辺に中
高層の建築物が建て込んでいれば、換気塔の存在感低減により周辺環境と調和させることが比較的容易だが、
低層住宅地や郊外部等の場合は、換気塔の存在による違和感低減のため、入念な検討が必要となる。
　こうしたことから、換気塔の設置位置が概ね定まる道路予備設計段階において、周辺環境や換気塔の見られ方、
存在感を考慮して換気塔の設置位置を検討することが必要である。

◎地上道路の中央分離帯に設置

◎インターチェンジに設置

■事例
①換気塔を道路空間内に設置する場合
　換気塔の存在が目立ち、道路利用者からよく見える構造物となる。道路軸方向の視線を受け止めるアイス
トップとなり得ることから、存在を強調する主張的なデザインを行うことも有効な手法のひとつとなる。なお、
視点が移動する道路利用者からの見え方（シークエンス景観）を考慮することも必要となる。

写真 2-2-8 東中野換気所（首都高速道路）

写真 2-2-10 十条換気所（阪神高速道路） 図 2-2-2 大橋換気所（首都高速道路）2)

写真 2-2-9 井荻北換気所（東京・環状八号線）
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写真 2-2-11 西新宿換気所
                 （首都高速道路）

写真 2-2-13 花園橋換気所
                  （首都高速道路）

写真 2-2-12 換気塔 No.4( ボストン・ビッグディグ )

写真 2-2-14 さいたま新都心換気所（首都高速道路）

②換気塔を道路路側空間に設置する場合
　沿道に建築物が建て込んでいる場合には、換気塔は街並みの一部として見られやすい。換気塔と沿道建築
とを同化させるデザインとすることが有効な方向性のひとつである。

③換気塔を道路と直接関連のない場所に設置する場合
　地上から道路の存在がわかりにくい場合や、道路から離れた場所に換気塔を設置する場合、換気塔の機能
や存在の必然性が判然とせず、道路施設として認識されないこともある。消去的・隠蔽的なデザイン手法を
用い、周辺住民が換気塔の存在を意識しない方向でデザインすることが有効な方向性のひとつである。
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③換気塔の見せ方
　換気塔設置位置周辺の環境を踏まえ、換気塔の存在感を低減するか、積極的に見せるか、景観デザイン上
の方針を検討する。存在感を低減する「消去的な見せ方」とすることを基本とし、道路の環境向上機能をアピー
ルできる場合等、状況に応じて換気塔を積極的に見せる「主張的な見せ方」とする可能性について検討する。

　換気塔の見せ方には、周辺環境に対して同化や隠蔽などの手法を用いて換気塔の存在感を打ち消す消去的な
見せ方と換気塔の存在感を積極的に見せる主張的な見せ方の２つの方向性がある。換気塔は周辺住民に対して
迷惑施設との印象を与えやすいことから、既存の換気塔では周辺の建築物に同化させるなど周辺環境に対して
消去的な見せ方を取る事例が多く、今後も換気塔の見せ方は消去的な方向が基本となると考えられる。ただし、
道路事業による環境向上機能を積極的にアピールできる場合や換気塔の設置位置を目立ちやすい位置に置かざ
る得ない場合などにおいては、換気塔を主張的に見せる方向性により利用者や周辺住民の環境意識に対して積
極的に働きかけるデザインを検討することも一つの方法である。

■事例
①消去的な見せ方

写真 2-2-15 並木町換気所（首都高速道路）
周辺建築との同化を図ったもの

写真 2-2-17 山科換気所（阪神高速道路）
外壁材・色調の工夫により存在感を低減したもの

写真 2-2-16 花園橋換気所（首都高速道路）
ビルに見えるようデザインされたもの

写真 2-2-18 千鳥ヶ淵換気所（首都高速道路）
植栽により換気塔の存在を隠蔽したもの
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②主張的な見せ方

写真 2-2-19 中落合換気所（首都高速道路）
直上の道路の中央分離帯に設置し、道路軸船上のアイストッ
プとして主張的にデザインしたもの

写真 2-2-22 入船みなと換気所（新潟）
建築的なデザインにより港湾のシンボルとして存在感を示
している

写真 2-2-20,21 13 号地換気所（首都高速道路）
海を挟む２つの換気塔を同形状とすることにより、象徴
性が演出されている

写真 2-2-23 風の塔（東京湾アクアライン）3)

オブジェ的にデザインされたもの。海上に
独立して存在し、遠景、船や飛行機からの
視点が中心となることに対応したデザイン
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④換気塔群としての配慮
　路線上に複数の換気塔が存在する場合には，全体のデザインの統一性確保や、それぞれの周辺状況に応じ
た個別デザインの実施等、換気塔群としての景観デザイン方針を検討する。

　複数の換気塔が連続して設置され、換気塔群として認識される場合や、路線や地下道路のアイデンティティ
を強調したい場合においては、各換気塔のデザインに統一性を持たせることが景観検討上有効な手法の一つで
ある。
　例えば、海峡・航路や河川を跨ぐトンネルの両岸に設置される換気塔やトンネル両端に２箇所の換気塔が設
置される場合においては、換気塔を一対としてデザインすることが考えられる。一方、設置位置の周辺環境が
大きく異なる場合や、同一視点から同時に換気塔を見ることができない場合などにおいては、各々の環境の状
況に合わせて個別にデザインを検討することが考えられる。

■事例
①統一的デザインを採用した換気塔群

写真 2-2-24,25,26 首都高速道路中央環状新宿線（東中野換気所・中落合換気所・神山町換気所）
直上を走る山手通りのシークエンス景観に配慮し、換気塔デザインを統一したもの

写真 2-2-27,28,29 ボストン・ビッグディグ事業（換気塔 No.1・No.5・No.7）
換気塔上端部を斜めに切った形態を統一する一方、壁材・色調は周辺環境に合わせて個別にデザインされている
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写真 2-2-30 首都高速道路東京港トンネル
（左・13 号地換気所／右・大井換気所）

写真 2-2-31 新潟みなとトンネル
（手前・入船みなと換気所／奥・山ノ下みなと換気所）

写真 2-2-32,33 環状八号線井荻トンネル（井荻北換気所・井荻南換気所）

写真 2-2-34,35,36 名古屋高速道路東山トンネル
（東山換気所［住宅地］・緑橋換気所［東山公園内］・新池換気所［坑口部］）

②一対としてデザインされた換気塔

③周辺環境に合わせて個別にデザインされた換気塔群
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⑤プロポーション・レイアウトに関する配慮
　換気塔・施設棟の計画にあたっては、圧迫感の軽減を考慮して基本的なプロポーションを検討する。また、
隣接施設との関係を考慮して計画敷地内での平面配置を検討する。

　換気塔は、換気機能を満たすことのみに配慮して設計すると周囲に圧迫感を与えるものになりやすい。圧迫
感を軽減させるには、躯体のプロポーション（高さと幅､ 奥行きとの比率）の検討が必要である。周辺環境の
スケール感を考慮し、換気設備の分離・分節等によりプロポーションを操作することが必要である。また、換
気塔・施設棟と隣接施設（道路あるいは隣接する建物等）と少しでも離隔を取り、緩衝領域とすることは圧迫
感の軽減に効果的である。計画敷地の境界いっぱいに施設を配置せず、余裕空間の確保を検討すべきである。

■事例
①圧迫感を軽減するためのプロポーションの工夫

写真 2-2-38 飛鳥山換気所（首都高速道路）
換気塔・施設棟を一体化して大きなボリュームを持つ躯体
となっている。圧迫感軽減の面では不利なプロポーション
だが、一般的なビルを想像させる窓の設置により巨大な壁
面を分節し、突出したスケール感を緩和している。

写真 2-2-40 ボストン・ビッグディグ事業（換気塔 No.1）
換気施設の敷地形状とトンネルの平面線形が斜行している
ことから、雁行型に施設をレイアウトした結果、ボリュー
ムが分割されて、圧迫感が軽減されている。

写真 2-2-37 井荻南換気所（東京・環状八号線）
換気塔と施設棟を分節し、また換気塔の断面形状を工夫す
ることによって換気塔の横幅を小さく見せ、塔のプロポー
ションを整えた。施設棟は幅に対して高さが低く、安定感
のあるプロポーションである。

写真 2-2-39 井荻南換気所（東京・環状八号線）
側方の道路との間に植樹スペースを設けている。決して十
分な幅ではないが、通行するドライバーから見た印象はか
なり改善される。

②圧迫感を軽減するためのレイアウトの工夫
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⑥細部デザインへの配慮
　換気塔・施設棟の細部デザインや、壁面の素材・色の選定にあたっては、周辺環境との調和や躯体の圧迫
感の軽減等を意識して検討する。

　換気塔および施設棟の細部デザインは、換気塔を見る視点の位置や見られ頻度、また周辺の建造物等の配置
や形状に配慮した上で行う必要がある。壁面素材や色の選定にあたっては、太陽光（西日）の反射などにも留
意する。

■事例

写真 2-2-43,44 北町若木トンネル
　　　　　換気所（東京・環状八号線）
道路軸方向から細く見えるよう、木の
葉型断面とした上でスリットを入れて
いる。また、高層部と低層部の形状・
色調を分離することで全体を分節し、
圧迫感の軽減を図っている。

写真 2-2-41,42 東中野換気所
　　　　　　　　　　（首都高速道路）
汚れ対策・太陽光の拡散反射を考慮し、
プレキャストブロックの表面に斜め条
溝リブのテクスチャーを採用した。

写真 2-2-45,46 鍛冶橋換気所
　　　　　　　　　　（首都高速道路）
凹面やテクスチャーを導入し、見る距
離によって表情が変わる。オフィスビ
ル街の交差点部にあり、見られ頻度が
高い構造物として違和感のないデザイ
ン。
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⑦付帯設備デザインへの配慮
　外付階段や機材搬入口等の付帯設備についても本体と一体的にデザイン検討を行う。

　外付階段や管理用梯子、照明設備等の付帯設備は、周辺から見た場合に目立ちやすく、煩雑な印象を与えて
景観上の阻害要因となりがちである。これらの設備についても、換気塔本体と一体的に検討を行う必要がある。

■事例

写真 2-2-47,48 北町若木トンネル換気所（東京・環状八号線）
本体の設計時には想定されていなかったと思われる階段設備が
違和感を与えている。
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⑧敷地デザインへの配慮
　換気塔の設置敷地は、周囲に違和感なく溶け込むよう、緑化の推進や広場空間整備等の可能性を検討する。

　一般的に、換気塔は周囲のスケール感から突出した構造物であり、基本的に地上部の人の利用がないことから、
存在そのものが違和感を感じさせやすい。これを避けるには構造物周辺の緑化や、広場化など、周囲の環境にとっ
てプラスとなるような敷地デザインを行うことが効果的である。

■事例

写真 2-2-49,50 井荻南換気所（東京・環状八号線）
換気塔が中央分離帯に設置されているため、前後の区間に空地が発生する。この場所を緑化することによって、地上部の
環境が豊かなものとなっている。

写真 2-2-51 鍛冶橋換気所（首都高速道路）
換気所敷地の緑化と隣接ビルの公開空地のデザインが連携し、
密度の高い市街地の中で貴重な広場的な空間となっている。
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2-3　今後の換気塔デザイン

　1-1 で述べたように、換気塔は道路の環境的性能を向上させるために必要な施設であるにもかかわらず、施
設単体としてはその役割が市民からは了解されにくく、都市構成要素としては大規模となり、周囲に対して違
和感を生じさせる恐れがある。こうした換気塔のマイナス面を抜本的に改善するための取り組みとして、海外
の事例や類似施設をもとに、今後の換気塔デザインの方向性として検討すべき事項を挙げる。

他施設との一体化による複合整備
　トンネル近傍の公共施設や民間建築物と換気設備との一体化を図ることにより、換気塔を含む構造物全体に
市民に了解しやすい意味を与え、あるいは、換気設備を隠してしまうことが可能となる。一体化は限られた公
共用地の有効利用として有利であるが、何よりも、比較的難易度の高い換気塔単体のデザインから、自由度が
高く都市景観への調和が比較的容易な建築的デザインへとデザイン手法を転換できることのメリットが大きい。
　事例として、換気塔と展望施設との一体化を図り、港のシンボルとなる施設として整備した事例や、換気塔
と建築物を一体化し、複合施設として再開発を行った事例がある。

写真 2-3-2 換気塔 No.4（ボストン・ビッグディグ事業）
駐車施設、店舗、地下鉄駅と複合的に整備され、換気設備
は建築物の内部に取り込まれている。都市景観の中に違和
感なく換気塔が配置された好例。

写真 2-3-3 換気塔 No.3（ボストン・ビッグディグ事業）
民間事業者が運営するホテルのガラス張りの建築物が排気
塔を取り巻くように配置されている。

写真 2-3-1 入船みなと換気所（新潟・みなとトンネル）
展望・休憩施設と一体化してデザインすることによって、
広がりのある港湾空間の中でシンボルとなる構造物となっ
ている。
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環境向上機能を積極的に見せるデザイン
　換気塔からは汚れた空気が排出されていると考えるのが一般的な市民感情であろう。しかし、近年の換気設
備の多くは脱硝装置や集塵装置を備え、自動車からの排出ガスを浄化して大気に戻すことから、大気環境の維
持向上機能を持つ。この機能を積極的にアピールし、市民の環境意識に積極的に働きかけることを検討するこ
とが、道路事業そのものの理解にとっても有効であると考えられる。
　事例として、プラント設備を市民に対して日常的に公開することを想定して設計された清掃工場などが参考
となる。

写真 2-3-4 広島市環境局中工場外観
建築家・谷口吉生の設計による。外部から見られることを
十分に意識した外観となっている。

写真 2-3-5 広島市環境局中工場内部
工場内部には「エコリアム」と名付けられた貫通通路があり、
ガラス越しに整然としたプラント設備を見ることができる。
説明用の情報パネルも設置されている。エコリアムを抜け
ると海沿いに出ることができる。
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3　換気塔の景観検討手法

3-1　景観検討の着眼点

①計画早期における景観形成の方向性の整理

　換気塔の周辺に対する見せ方（消去的に見せるか主張的に見せるか）や換気塔群としての配慮の考え方など
は、景観形成のコンセプトとして以降の換気塔の基本形態や詳細デザインの方向性を左右する重要な項目であ
る。換気塔の景観検討は、まず最初に事業目的、周辺の景観特性、道路の景観整備の目標像の設定により、換
気塔景観形成の方向性を整理しておく必要がある。

②予備設計時における換気塔の配置、規模に対する景観検討実施

　換気塔の景観の良否は、その配置・規模の設定に大きく左右される。換気塔の配置・規模は道路予備設計に
おける検討で概ね定まり、環境アセスメント、都市計画決定を経た後の詳細設計ではこれらの事項は容易に変
更できなくなる。適切な換気塔デザインを実現するためには、道路予備設計段階における検討が最も重要であり、
換気塔の概略配置や概略規模について十分な景観検討を行う必要がある。

写真 3-1-1,2 換気塔を消去的に見せる場合（左）と主張的に見せる場合（右）
換気塔の周辺に対する見せ方は道路計画全体と密接に関係するため、計画早期に方向性を検討することが重要である。
構想段階から予備設計段階が実質的な検討の中心となる。

写真 3-1-3,4 規模に関する配慮による景観上の差違
施設をすべて地上に出した事例（左）と施設の地下化によ
り地上の構造物規模縮小を図った事例（右）

写真 3-1-5,6 配置による景観上の位置づけの差違
目立つことを前提とした道路内空間への配置（左）と周辺
建物との同化を前提とする路外空間への配置（右）
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③設計プロセス上流段階からの一貫したデザインコントロール

　計画早期から詳細設計まで一貫した設計を実施するために、設計プロセス上流段階の検討内容を明確に次段
階に伝達し、デザインをコントロールする仕組みが必要である。例えば、換気塔群のデザインの統一性を確保
するため、詳細設計前に基本的なデザイン仕様をガイドラインとして定め、これに従って各換気塔の詳細設計
を行うの方法等が有効である。

④専門家の指導助言体制の確立

　換気塔の景観検討においては、景観に関する知見を有する専門家や、さまざまな分野の制度的、技術的知見
を持つ委員を結集した委員会等を組織し、指導助言を得る検討体制を構築するのが望ましい。計画早期から詳
細設計段階まで、組織的に指導助言を受けることにより、設計思想の一貫性を確保することが重要である。また、
市民へのデザイン検討経緯の説明や、デザインに対する意見聴取を行うことも重要である。

⑤換気塔に関する理解を促進するための活動や周辺整備

　換気塔の役割を知ってもらうための広報活動や見学会などを実施することで、周辺住民が換気塔の機能や道
路事業の効果を理解し、景観検討の成果に対する評価を向上させることができる。

写真 3-1-7,8,9,10 基本デザイン仕様の設定による統一性の確保
ボストン・ビッグディグ事業では、基本的なデザイン仕様を定めた上でそれぞれの換気塔を設計しており、デザインの統
一性と場所の特性への対応を両立させている。
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道路設計 換気塔に関する景観検討トンネル換気設備設計

道
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3-2　道路事業段階ごとの検討事項

図 3-1-1 道路事業各段階における景観検討事項

　道路事業プロセスと換気塔の景観検討の関係を図 3-1-1 に示す。

計画条件の設定
・事業目的
・基本条件・構造規格

道路概略設計
・比較ルート設定

トンネル構造の比較検討

換気施設の設計

換気塔の設計

道路予備設計
・線形設計
・横断計画の確定
・主要構造物の計画

道路実施設計
・主要構造物の設計
・道路管理施設の設計

換気量及び換気方式の概略検討
・概略換気量
・換気の必要性の検討
・換気方式の比較

必要換気量の計算
換気の圧力計算
換気方式の決定
換気設備の設計
・送・排風機の設計
・電気集塵機・脱硝装置の設計
・ダクト構造の設計

・換気塔の設計
・施設棟の設計

トンネル案の派生

換気塔位置、高さの確定環境アセスメント

都市計画決定

施工

供用

換気塔概略規模・配置素案

道路事業特性、周辺環境特性整理に基
づく換気塔景観デザインの方向性設定
・道路事業特性
・換気塔周辺の景観特性の整理
・換気塔景観デザインの方向性設定

基本デザイン検討
概略規模・配置に関する景観検討
・制約条件を加味した景観整備方針確定
・概略規模、概略配置の改善案
・道路構造、排気量等の見直しによる改善策

詳細デザイン検討
換気施設の規模・配置を確定条件とした
デザインの展開
・基本プロポーション・レイアウトの検討
・圧迫感軽減・造形に関する形態デザイン
・周辺環境との調和を考慮した外装材・ 
　色調デザイン
・付帯施設等による煩雑感の回避
・管理敷地の緑化整備　　　　　　　等

供用後の活動
・環境性能のアピール、広報活動
・イベント等の活動
・景観保全、周辺整備
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景観検討の内容（例）

    

   

①道路構造の見直し

①基本プロポーション・レイアウトの検討 ②形態デザイン（圧迫感軽減・造形の工夫）

②規模縮小を考慮した換気方式・換気量の見直し

③換気塔群の配置検討

③周辺との調和を考慮した外装材・色調デザイン ④付帯施設等による煩雑感の回避 ⑤管理敷地のデザイン

④換気塔の配置検討

換気塔のない道路構造

集中配置（規模大・設置数少）

縦断線形変更による施設地下収容

上下分節一体型 基本形

外付階段等の躯体内への収納

緑化整備・広場化等

多角形・面取り 造形的工夫平面レイアウトの工夫

分散配置（規模小・設置数多）
中央分離帯 IC 空間 路側空間 分離敷地

換気量小→換気所規模小

換気塔景観形成の方向性
●換気塔の見せ方の基本方針
　消去的に見せる／主張的に見せる
●換気塔の配置の基本方針
　目立たせない配置／目立たせる配置
●換気塔群としてのデザイン方針
　デザインの統一／差別化

道路事業特性の整理
・道路事業の目的
・計画路線のルート、線形、
　概略構造
・路線全体のイメージ
　　　　　　　　等の整理

周辺環境特性の整理
・環境特性：土地利用状況、周辺施設
・景観特性：周辺景観、視点場
・利用状況：交通状況、歩行者の流れ
・景観規制：景観計画等による規制
・住民活動：住民のまちづくり活動
　　　　　　　　　　　　　等の整理
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3-2-1 構想段階

道路事業特性、周辺環境特性の整理に基づく換気塔景観デザインの方向性設定
構想段階においては、道路の事業特性及び想定される換気塔設置位置周辺の景観特性の整理を行い、換気塔
の景観デザインの方向性を設定する。

■景観検討の内容例
◎道路事業特性の整理
　・道路事業の目的
　・計画路線のルート、線形、構造の概略
　・接続区間を含む路線全体のイメージ

◎換気塔周辺の景観特性の整理
　換気塔設置想定箇所及び周辺地域に対して、1/10,000 程度の地形図や用途地域図、その他既往
資料等の分析や現地踏査等により、下記について特性の整理を行う。
　・環境特性：　土地利用状況、周辺施設
　・景観特性：　周辺景観の状況、景観上重要な要素
　　　　　　　　想定される視点場、遠景〜近景における概ねの見え方
　・利用状況：　交通状況、歩行者の流れ
　・景観計画：　地方公共団体等の景観計画、地区計画等の内容
　・住民活動：　周辺住民、NPO等によるまちづくり活動等の状況
　・その他

◎換気塔景観デザインの方向性の設定
　道路事業特性と換気塔周辺の景観特性を踏まえ、換気塔の景観デザインの基本方針を設定する。
　・換気塔の見せ方の基本方針
　　　消去的な見せ方：	 周辺環境に同化あるいは埋没させ、換気塔の存在感を弱くする
　　　主張的な見せ方：	 換気塔が周辺環境の中で存在感を持つことを前提として見られることを

意識した見せ方とする
　・換気塔配置の基本方針

見せ方の基本方針に対応させ、配置についての方針を設定する。主に周辺視点場からの見
え方、道路軸線との位置関係等について検討する。

　・換気塔群としてのデザインに関する基本方針
同一路線内に複数の換気塔を設置する場合のデザイン方針を設定する。

　　　統一デザイン：　	路線としての統一感を出すために基本的に同一のデザインとする
　　　	 デザインコードを設け、デザインの共通性を持たせることも考えられる
　　　個別デザイン：　	個々の換気塔を周辺状況等に応じてデザインする
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■検討イメージ（井荻トンネル（東京・環状八号線）を想定した例）
◎道路事業特性の整理
　環状八号線井荻地区立体化整備事業 4)

　・事業目的：	渋滞の激しい環状八号線井荻地区の立体化整備
	 周辺の住宅地域への環境影響を抑える道路整備
　・事業概要：		整備延長 L=約 1.9km
	 車線数　本線４車線、地上部側道２車線
	 計画交通量 61,800 台 / 日
	 主要構造　トンネル L=約 1.2km、換気所 2カ所

◎換気塔周辺の景観特性の整理
　・環境特性：	 沿道：準住居地域（第 2種高度地区）
	 周辺：第 1種低層住居専用地域
	 周辺施設：西武新宿線井荻駅
　・景観特性：	 住宅地景観
	 主要視点場：環状八号線地上側道
　・利用状況：	 地上側道の車両交通、歩行者交通
　・景観計画：	 景観計画、地区計画等の規制なし
　・住民活動：	 NPOによるまちづくり活動あり

◎換気塔景観デザインの方向性の設定
　・換気塔の見せ方の基本方針
　　　環境向上機能をアピールする主張型の見せ方とする
　　　周辺の住宅地景観の中で違和感が生じないよう、外装材、色調について配慮する
　・換気塔配置の基本方針

地上側道の中央分離帯に設置し、主要構造物が道路軸線上に配置されるよう調整する
　・換気塔群としてのデザインに関する基本方針
　　　2カ所の換気所が一対として認識されるよう、デザインを統一する

・路線全体イメージ
　市街化が進んだ東京区部西部の
　交通円滑化を図る環状八号線

視点②（約 100m）

視点③（約 20m）

視点①（約 350m）
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3-2-2 予備設計段階

換気施設の概略規模、配置に関する景観的な観点からの検討
換気塔の規模や配置が概ね定まる予備設計段階では、換気施設の規模や配置について景観的な観点から検証
し、必要な配慮を行うとともに、場合によっては道路構造の変更を含む改善案の検討を行う。

■景観検討の内容例
◎換気塔概略規模・配置素案の提示
　道路予備設計においてトンネル換気施設の概略検討により、換気の必要性の有無、換気方式、
必要換気量が検討し、換気所の設置間隔、概ねの設置箇所、換気所の概略規模の素案を作成する。
素案作成時には構想段階で設定した景観デザインの基本方針を参照し、これに配慮する。

◎周辺環境特性・景観デザイン方針の再確認
　予備設計における換気塔概略規模・配置素案を基に、構想段階で整理した周辺環境特性、景観
デザインの基本方針を再確認する。予備設計の過程で判明した新たな条件等を考慮し、景観デザ
インの基本方針に必要な修正を加えることも考えられる。

◎換気塔概略規模・配置素案の景観評価
　換気塔の景観デザインの基本方針に照らし、換気塔概略規模、配置素案に対する評価を行う。評
価の際には模型やCG、フォトモンタージュの利用が考えられる。

◎換気塔概略規模・配置素案に対する改善案の検討
　景観評価の結果に基づき、改善案の検討を行う。改善の観点としては、次のような点が考えら
れる。なお、予備設計終了後に景観検討を行うのではなく、景観検討を予備設計の中に取り込む
形で実施することが重要である。
　①道路構造の見直し	 ・換気設備を必要としない道路構造の検討
	 ・換気設備の地下収容が可能な縦断線形の検討
　②換気形式・換気量の見直し	 ・設備規模の縮小を目的とした換気方式・換気量の見直し
　③換気塔群の配置見直し	 ・集中配置への変更（換気所の規模を大きくし、設置数を削減）
	 ・分散配置への変更（換気所の数を増やし、換気所規模を縮小）
　④個々の換気塔の配置見直し	 ・道路空間内（中央分離帯、IC空間）への設置、
	 ・道路空間外（地上道路の路側、独立した敷地）への設置

模型 CG フォトモンタージュ
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■改善案のイメージ
①道路構造の見直し

②換気形式・換気量の見直し

③換気塔群の配置見直し

④個々の換気塔の配置見直し

堀割スリット構造等の
半地下構造化

換気設備を必要としない道路構造の検討

集中配置（換気所規模拡大、設置数削減）

中央分離帯配置 IC 空間配置 地上道路路側配置 分離敷地配置

道路空間内配置（主に主張型の方針の場合）

設備規模の縮小を目的とした換気方式・換気量の見直し

換気設備の地下収容が可能な縦断計画

分散配置（換気所規模縮小、設置数増加）

道路空間外配置（主に消去型の方針の場合）

計画交通量の精査、排出ガス規制の達成状況の見通し、排気区間長の見
直し等により、必要換気量を検証
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3-2-3 詳細設計段階

換気施設の規模・配置を確定条件としたデザインの展開
詳細設計段階では、予備設計段階で検討した換気塔の規模や配置を踏まえ、施設の形態やレイアウト、外装材・
色調等のデザインを進める。

　予備設計が完了した段階で次の事項が確定しており、実施設計段階ではこれらを前提としてデザインを進め
ることになる。
　・換気塔高さ　　　　：環境アセスメント、住民協議等により確定
　・換気施設の敷地面積：都市計画決定により確定
　・換気施設の収容規模：必要換気量・収容設備により確定。地下空間に収容の可否は道路の縦断計画による
　・ダクト有効断面積　：換気塔の必要換気量の算定より確定
　なお、詳細設計段階のみにおいて景観検討を行うことは、その内容がいわゆる修景に留まり、景観検討の効
果が限定的なものとなるため注意する必要がある。

■景観検討の内容例
①基本プロポーション・レイアウトの検討
・スケール感の軽減に配慮した基本プロポーションの検討

換気塔・施設棟一体型プロポーション

換気塔・給気塔・施設棟の分離型レイアウト

換気塔・施設棟上下分節型プロポーション

換気塔の分割、施設棟レイアウトの工夫

・設備の分離による規模縮小、敷地内の空間確保を考慮したレイアウトの検討
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③周辺環境との調和を考慮した外装材・色調デザイン

②圧迫感の軽減や造形の工夫に関する形態デザイン

④付帯施設等による煩雑感の回避

⑤管理敷地の緑化整備

管理敷地の緑化・周辺敷地との連携

管理用階段等の付帯施設の躯体内への収容

原案形状 面取り・断面の多角形化
（圧迫感の軽減）

周辺からの見えを考慮した造形

高層ビル街に調和する外装
材・色調デザイン

住宅地に対する圧迫感を押さ
えた外装材の質感、色調

歴史的建造物が残る地区との
調和を図った外装材の選定

空港周辺地区の建築物との調
和を考慮した外装材・色調
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3-2-4 供用後の活動

換気施設の機能や環境性能に関する周知と換気塔景観の維持・向上
供用後は、換気施設が周辺の環境向上に資する施設であることの理解を深めるための活動を進める。また、
換気塔の景観が維持されるよう適切な維持管理を行い、必要に応じて施設等の追加整備を検討する。

　外観からではわからない換気施設の環境向上機能や、事業者が取り組んだ様々な工夫は、市民に対して積極
的に周知することによって初めて理解される。こうした周知は事業全体に対する市民の評価を高める上で有効
である。
　また、景観検討の結果として創出された換気施設を含む景観が、周辺環境と調和し、長期間にわたって維持
されるよう、適切な維持管理が必要である。

■供用後の活動例
①環境性能をアピールする広報活動

②施設見学会の実施

供用前のトンネル見学会の実施（首都高速道路）

換気施設の機能やデザインに関するパンフレット（首都高速道路）1)
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③換気塔を含む景観の保全、関連施設の追加整備

パブリックアクセス向上のための桟橋遊歩道の追加整備
（ホーランドトンネル換気所（ニューヨーク））

ライトアップ設備の追加整備
（ホーランドトンネル換気所（ニューヨーク））

外観の保全（ホーランドトンネル換気所（ニューヨーク））
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3-3　まとめ

　3-1 に示した適切な景観検討実施のための着眼点と、3-2 に示した道路事業段階における検討事項との関係を
図 3-3-1 に示す。

道路設計 換気塔に関する景観検討トンネル換気設備設計

道
路
事
業
段
階

構
想
段
階

予
備
設
計
段
階

詳
細
設
計
段
階

施
工
段
階
維
持
管
理
段
階

図 3-3-1 道路事業各段階における景観検討事項と景観検討実施の着眼点の関係

計画条件の設定
・事業目的
・基本条件・構造規格

道路概略設計
・比較ルート設定

トンネル構造の比較検討

換気施設の設計

換気塔の設計

道路予備設計
・線形設計
・横断計画の確定
・主要構造物の計画

道路実施設計
・主要構造物の設計
・道路管理施設の設計

換気量及び換気方式の
概略検討
・概略換気量
・換気の必要性の検討
・換気方式の比較

必要換気量の計算
換気の圧力計算
換気方式の決定
換気設備の設計
・送・排風機の設計
・電気集塵機・脱硝装置の設計
・ダクト構造の設計

・換気塔の設計
・施設棟の設計

トンネル案の派生

換気塔位置、高さの確定環境アセスメント
都市計画決定

施工

供用

道路事業特性整理

周辺環境特性整理

換気塔景観デザインの方向性設定
換気塔の見せ方、換気塔配置、換気塔群と
してのデザイン 等に関する基本方針

基本デザイン検討
・概略規模・配置の景観評価
・概略規模・配置の改善案の検討

換気塔群としてのデザインに
　　　　　　　　　　関する基本方針
・基本デザイン仕様の検討
・デザインガイドラインによる
　デザインコントロール

詳細デザイン検討
・基本プロポーション・レイアウトの検討
・形態デザイン
・外装材・色調デザイン
・付帯施設デザイン
・管理敷地整備

供用後の活動
・環境性能のアピール、広報活動
・イベント等の活動
・景観保全、周辺整備

換気塔概略規模
配置の素案提示

フィードバック

※複数の換気塔が計画されている場合
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適切な景観検討実施のための着眼点（3-1 参照）との関係

①
計
画
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期
に
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る

　
景
観
形
成
の
方
向
性
の
整
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②
予
備
設
計
時
に
お
け
る

　
換
気
塔
の
配
置
、
規
模
に
対
す
る

　
景
観
検
討
実
施

③
設
計
プ
ロ
セ
ス
上
流
段
階
か
ら
の
一
貫
し
た
デ
ザ
イ
ン
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

④
専
門
家
の
指
導
助
言
体
制
の
確
立
（
住
民
へ
の
説
明
・
意
見
聴
取
）
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資料出典
１）パンフレット「中央環状新宿線環境保全のために」、首都高速道路株式会社
２）首都高速道路株式会社ウェブサイト
３）パンフレット「東京湾アクアライン／ Tokyo	Wan	Aqua-Line」、東日本高速道路株式会社
４）パンフレット「環状八号線井荻地区立体化工事」、東京都
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第２部
換気塔事例集
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1　国内事例

1-1　選定事例と条件分類

選定事例
　国内の換気塔事例として、下記の 19 事例を選定した。それぞれの事例に対して、換気所の諸元や位置、デ
ザインの概要、事例の持つ条件（次項参照）を整理した上で、写真を示した。また、遠景や近景等からの評価
コメントを記した。
　今後の換気塔デザインに役立つ知見を得るとの観点から、選定した事例は優れた事例だけではなく景観上の
課題を持つと考えられるものも含まれている。また、優れた事例でも、部分的には課題を残しているものもある。
事例を参照する際にはコメントを十分に確認されたい。

選定した国内の換気塔事例
番号 換気所名称 事業者 路線名 所在地
1 東中野換気所 首都高速道路株式会社 中央環状新宿線 東京都
2 中落合換気所 首都高速道路株式会社 中央環状新宿線 東京都
3 西新宿換気所 首都高速道路株式会社 中央環状新宿線 東京都
4 井荻北・井荻南換気所 東京都 環状八号線 東京都
5 北町若木換気所 東京都 環状八号線 東京都
6 東山換気所 名古屋高速道路公社 2号線東山トンネル 名古屋市
7 緑橋換気所 名古屋高速道路公社 2号線東山トンネル 名古屋市
8 新池換気所 名古屋高速道路公社 2号線東山トンネル 名古屋市
9 入船みなと換気所 新潟市 みなとトンネル 新潟市
10 十条換気所 阪神高速道路株式会社 京都線 京都市
11 山科換気所 阪神高速道路株式会社 京都線 京都市
12 花園橋換気所 首都高速道路株式会社 神奈川１号線 横浜市
13 並木換気所 首都高速道路株式会社 湾岸線 横浜市
14 鍛冶橋換気所 首都高速道路株式会社 八重洲線 東京都
15 千鳥ヶ淵換気所 首都高速道路株式会社 都心環状線 東京都
16 13号地換気所 首都高速道路株式会社 湾岸線 東京都
17 飛鳥山換気所 首都高速道路株式会社 中央環状王子線 東京都
18 さいたま新都心換気所 首都高速道路株式会社 埼玉新都心線 さいたま市
19 北袋換気所 首都高速道路株式会社 埼玉新都心線 さいたま市
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条件分類
　ここで紹介する換気塔のおかれている条件やデザイン方針を把握するため、以下の７つの観点により類型化
を行い、各事例がどのタイプに当てはまるかを示した。

①環境別分類	 換気塔周辺の土地利用状況
	 タイプA：	中高層ビル等が多い稠密市街地
	 タイプＢ：	低層住居等が多い住居系地域
	 タイプＣ：	工業・港湾地域
	 タイプＤ：	自然環境地域
②空間別分類	 地上部道路と換気塔の位置関係
	 タイプＥ：	地上部道路空間内に換気塔が配置されている
	 タイプＦ：	地上部道路の沿道に換気塔が配置されている
	 タイプＧ：	地上部道路と無関係な位置に換気塔が配置されている
③構造規模別分類	 換気塔の高さ
	 タイプＨ：	換気塔の高さが概ね 20〜 40m前後のもの
	 タイプ I：	 換気塔の高さが概ね 20m以下のもの
④地上構造物別分類	主要換気設備・管理施設収容部の位置
	 タイプ J:	 換気施設・管理施設が地下に配置されているもの
	 タイプ K：	 換気施設・管理施設が半地下に配置されているもの
	 タイプ L：	 換気施設・管理施設が地上に配置されているもの
⑤換気所群のデザイン方針
	 タイプM：	地下道路中に 3カ所以上の換気所があり、換気所群をなすもの
	 　タイプM1：	 全体が統一的にデザインされているもの
	 　タイプM2：	 起終点または向かい合う２つのデザインを統一しているもの
	 　タイプM3：	 換気所ごとに個別にデザインしているもの
	 タイプN：	地下道路中に 2カ所の換気所があるもの
	 　タイプN1：	 ２つの換気所デザインを統一しているもの
	 　タイプN2：	 換気所ごとに個別にデザインしているもの
	 タイプO：	地下道路中に換気所が 1カ所であるもの
⑥意味的把握の容易性	 地下道路との視覚的関係による換気塔機能の認識のしやすさ
	 タイプ P：	 地下道路との位置関係が明瞭であるもの
	 タイプQ：	地下道路との関連が認識できるもの
	 タイプ R：	 地下道路との位置関係・機能関連が不明瞭なもの
⑦地下道路の機能	 整備された地下道路の機能と地上部との関連
	 タイプ S：	 地上部既存道路のバイパス整備を行うもの
	 タイプ T：	 地上部既存道路を利用して新規に道路整備を行うもの
	 タイプU：	地上部の既存道路や街区に関係なく地下を通過するもの
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1　東中野換気所
諸元
所在地　：東京都中野区
路線　　：首都高速道路中央環状新宿線
形式　　：上下線分離トンネル（約 11km）
換気方式：横流換気方式（除塵装置、脱硝装置設置）
換気所　：地上式
デザイン検討：｢デザイン選考委員会｣
設計者　：株式会社ドーコン　株式会社大建設計
検討体制：委員会方式
供用年　：	2007 年 12 月

デザインの概要
山手通り中央分離帯上に位置し、２箇所の換気部が 145 ｍの間隔で配置される。換気設備本体は
地下に収容されている。給気部と排気部を分離させた構造であり、排気塔は六角形断面（出隅部面
違い）によりスレンダーに見せる形状である。斜め条溝リブの表面テクスチャーによりコンクリー
トの輝度を押さえる工夫が施される。給気部は規模の小さい立方体形状であり、沿道のマンショ
ンと色調を合せたピンク系の自然石パネルの外壁を用いる。

条件分類
①環境別分類	 タイプ A	 ：中高層ビル等が多い稠密市街地
②空間別分類	 タイプＥ	 ：地上部道路空間内に換気塔が配置されている
③構造規模別分類	 タイプＨ	 ：換気塔の高さが概ね 20〜 40m前後のもの
④地上構造物別分類	 タイプ J	 ：換気施設・管理施設が地下に配置されているもの
⑤換気所群のデザイン方針	タイプM1	：全体が統一的にデザインされているもの
⑥意味的把握の容易性	 タイプQ	 ：地下道路との関連が認識できるもの
⑦地下道路の機能	 タイプ T	 ：地上部既存道路を利用して新規に道路整備を行うもの

参考図

出典：首都高速道路株式会社ウェブサイト
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宮下交差点より（約300m、視点①）

山手通りより（約200m、視点③）

山手通りより（約250m、視点②）

山手通りより（約150m、視点④）

500m

250m

100m

南塔

北塔

周辺地図及び視点位置

遠景視点

国土地理院 1万分の１地形図「中野」「新宿」を加工

N 視点①
視点②

視点③
視点④
視点⑤

視点⑥
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山手通りより（約120m、視点⑤） 周辺住宅地より（約250m、視点⑥）

山手通りより（約75m）

換気塔南東側より

山手通りより (約 50m）

排気塔直下より

中景視点
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コメント：
遠景視点
道路軸線上ではツインタワーのシルエットが明快に認知できる視点が数多く設定でき、その配置
の現況や形態を把握する手がかりとなる。いっぽう、周辺には高層の集合住宅やオフィスビルが
集積しており、道路軸線外では遠景視点にて景観を認識することはきわめて困難となっている。
中景視点
六角形断面の陰影によって立体的な形態が強調され、塔の特徴的な３次元断面を明快に認知する
ことができる。設計においては表面テクスチャーによりコンクリートの輝度を抑える工夫が見ら
れるも、中景ではむしろ現在の輝度においても十分なる “主張 ”が実現しており、45mの塔のシ
ルエットはむしろ際立って見える。
近景視点
スーパーヒューマンスケールによってその輪郭を把握することは殆どできず、むしろ繊細なテク
スチャーや色彩といった表面的な肌理が際立つ。これだけ近づけばもはや輝度の抑制や形態緩和
の効果は期待できないが工夫された形態操作によって圧迫感は十分に軽減され、オブジェとして
の存在感覚が創出されている。
全体
「夫婦電柱」など、ツイン状の形状をもつ塔状構造物には愛称を自然発生的に獲得する事例が見ら
れる。本事例が今後どのように地域社会に受け入れられていくか（愛着を獲得するか）について
も事後的に観察していく必要があろう。形態操作に対しては高い評価が与えられて良いものと考
える。

（岡田昌彰）

排気塔の造形と表面テクスチャー 給気塔の外装

近景視点
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２　中落合換気所
諸元
所在地　：東京都新宿区
路線　　：首都高速道路中央環状新宿線
形式　　：上下線分離トンネル（約 11km）
換気方式：横流換気方式（除塵装置、脱硝装置設置）
換気所　：地上式
デザイン検討：｢デザイン選考委員会｣
設計者　：株式会社ドーコン　株式会社大建設計
検討体制：委員会方式
供用年　：	2007 年 12 月

デザインの概要
山手通り中央分離帯上に位置し、給気部と排気部が 200 ｍの間隔で離れる計画となっている。2
本の排気塔が寄り添ったツインタワー形態となっている。換気設備本体は地下に収容されている。
給気部と排気部を分離させた構造であり、排気塔は六角形断面（出隅部面違い）によりスレンダー
に見せる形状である。斜め条溝リブの表面テクスチャーによりコンクリートの輝度を押さえる工
夫が施される。

条件分類
①環境別分類	 タイプ A	 ：中高層ビル等が多い稠密市街地
②空間別分類	 タイプＥ	 ：地上部道路空間内に換気塔が配置されている
③構造規模別分類	 タイプＨ	 ：換気塔の高さが概ね 20〜 40m前後のもの
④地上構造物別分類	 タイプ J	 ：換気施設・管理施設が地下に配置されているもの
⑤換気所群のデザイン方針	タイプM1	：全体が統一的にデザインされているもの
⑥意味的把握の容易性	 タイプQ	 ：地下道路との関連が認識できるもの
⑦地下道路の機能	 タイプ T	 ：地上部既存道路を利用して新規に道路整備を行うもの

参考図

出典：首都高速道路株式会社ウェブサイト
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山手通りより（約300m、視点①） 山手通りより（約130m、視点②）

500m

250m

100m

南塔

北塔

周辺地図及び視点位置

遠景視点 中景視点

換気塔近傍

近景視点

国土地理院 1万分の１地形図「練馬」「池袋」を加工

N

視点①

視点②
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山手通りより（約30m） 排気塔直下より

近景視点

コメント：
遠景視点
ツインタワーであることが明快に認知できる東中野換気所に比べ、２本がほぼ一直線上に並ぶた
め２本を同時に認知することは難しい。結果、周辺の高層住宅やオフィスビルとの形状的な差異
は認識しにくい。視点の取り方によっては道路軸線上においてアイストップとして位置づけられ
る可能性もあり、象徴的な見せ方を意図するのであれば可能性が見出せる。
中景視点
東中野換気所同様、六角形断面の陰影によって立体的な形態が強調され、塔の特徴的な３次元断
面を明快に認知することができる。いっぽう、両タワー間の間隔が相対的に小さく、側交に近い
視点からでなければそのツイン形状は把握できない。
近景視点
東中野換気所同様、スーパーヒューマンスケールによってその輪郭を把握することは殆どできず、
むしろ繊細なテクスチャーや色彩といった表面的な肌理が際立って認識される。間隔の狭いツイ
ンの形状はこの距離においても認識できる。
全体
ツインの形状が側交に近い視点からでなければ認識できず、殆どの視点からは１本の独立した塔
として把握される。すなわち、その見え方はむしろ自己完結しており、単独のランドマークとし
てむしろ象徴的存在として地域に受け入れられる可能性もあるかも知れない。東中野換気所と合
わせて、事後的な認識のされ方をケーススタディとして調査・分析することには意義があろう。

（岡田昌彰）
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３　西新宿換気所
諸元
所在地　：東京都新宿区
路線　　：首都高速道路中央環状新宿線
形式　　：上下線分離トンネル（約 11km）
換気方式：横流換気方式（除塵装置、脱硝装置設置）
換気所　：地上式、換気塔高さ h=45m
供用年　：	2007 年 12 月
備考　　：｢デザイン選考委員会｣ の対象外

デザインの概要
山手通り東側に位置する路外換気所と山手通り地下に配置された総気設備、接続ダクトにより構
成される。再開発地区の建築物との調和を図るため建築的外観デザインとなっており、上層部の
換気塔と管理設備を内包する下層部に分割される。上層部はアイボリーホワイト、下層部はグレー
のタイル張りとベージュ系の色調となっている。

条件分類
①環境別分類	 タイプ A	 ：中高層ビル等が多い稠密市街地
②空間別分類	 タイプＦ	 ：	地上部道路の沿道に換気塔が配置されている
③構造規模別分類	 タイプＨ	 ：換気塔の高さが概ね 20〜 40m前後のもの
④地上構造物別分類	 タイプ K	 ：	換気施設・管理施設が半地下に配置されているもの
⑤換気所群のデザイン方針	タイプM3：	換気所ごとに個別にデザインしているもの
⑥意味的把握の容易性	 タイプQ	 ：地下道路との関連が認識できるもの
⑦地下道路の機能	 タイプ R	 ：	地下道路との位置関係・機能関連が不明瞭なもの

参考図

出典：首都高速道路株式会社ウェブサイト
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初台交差点付近より（約200m、視点①）

換気塔外装材

初台交差点付近より（約200m、視点②）

低層部の外壁緑化

250m

100m

周辺地図及び視点位置

遠景視点

近景視点

国土地理院 1万分の１地形図「新宿」「中野」を加工

視点①

視点②

視点③

視点④

N
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山手通りより（視点③） 山手通りより（視点④）

中景視点

コメント：
遠景視点
規模は沿道のビルに近いが、上部に窓のない建物として違和感がある。外壁に柱と梁の表現が見え、
スケール感はある程度低減されている。換気所の前面には首都高速道路の高架部があるが、換気
所が高速道路機能の一部を担うことを一般市民が感じ取ることはおそらくないため、換気所とし
ての機能表現とは別の考え方でデザインする必要が生ずる。
中景視点
交通量の多い山手通りに面し、位置や規模は沿道建築物に類似している。隣接するビル敷地のセッ
トバックに合わせるなどの配慮が欲しいところである。道路外に換気施設を置く場合は街並みへ
の配慮も欠かせない。換気塔部を建物風にして消去的にデザインしているが、近傍の交差点から
よく目立つ位置にあり、存在感自体は大きく、「何かを隠そうとしている」意図だけが伝わってし
まうのが残念である。。
近景視点
搬入口の上のフロアには窓の表現があるが、実際に人が滞在・活動するスペースはほとんどない
ものと考えられる。外装材は比較的高質のものを使用しているが、３種類の外装のバランスがあ
まりよくない。また、敷地が限られている中での修景手法として外壁緑化材を選択したものと思
われるが、垂直壁に対する緑化は景観としては違和感を否めない。
全体
外装に比較的高質なものが使われていることを考えると、景観検討を始めてからは相当の配慮を
行ったと評価できる。その配慮が、換気所の施設配置段階から行われなかったように見えること
が残念である。

（福井恒明）
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４　井荻北・井荻南換気所
諸元
所在地　：東京都杉並区
路線　　：環状八号線
形式　　：上下線分離トンネル（L=1,263m）
換気方式：縦流換気方式（排気ダクト付集中排気方式、除塵装置設置）
換気所　：地上式（2カ所）、換気塔高さ h=35m
供用年　：	1993 年
設計者　：日本技術開発、日本建設コンサルタント、トーニチコンサルタント、GK設計
デザイン検討協力：エムアンドエムデザイン事務所、アーレンプランニング研究所

デザインの概要
西武新宿線を挟んで南北 2箇所に換気所が設置される。換気所は地上側道の中央分離帯に配置さ
れている。換気塔は躯体の圧迫感を図った半円を組み合わせた断面形状とし凹凸の入ったダーク
グレーのアルミパネルを外壁に用いる。電気設備、管理設備を収容する低層部建築と一体的なデ
ザインがなされている。低層部廻りの中央分離帯は低木植栽により緑化されている。

条件分類
①環境別分類	 タイプＢ	 ：	低層住居等が多い住居系地域
②空間別分類	 タイプＥ	 ：地上部道路空間内に換気塔が配置されている
③構造規模別分類	 タイプＨ	 ：換気塔の高さが概ね 20〜 40m前後のもの
④地上構造物別分類	 タイプ K	 ：	換気施設・管理施設が半地下に配置されているもの
⑤換気所群のデザイン方針	タイプN1	：	２つの換気所デザインを統一しているもの
⑥意味的把握の容易性	 タイプQ	 ：	地下道路との関連が認識できるもの
⑦地下道路の機能	 タイプ S	 ：	地上部既存道路のバイパス整備を行うもの

参考図

出典：「環状八号線井荻地区立体化工事」パンフレット、東京都建設局

換気塔部断面図
出典：日経コンストラクション、1997.6.13 号、日経BP社

井荻南換気所断面図 井荻北換気所断面図
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井荻南換気所付近より（約800m、視点①）

井荻陸橋より（約200m、視点③）

井荻陸橋より（約350m、視点②）

環状八号線地上側道より（約150m、視点④）

周辺地図及び視点位置

遠景視点

500m

250m

100m

井荻南換気所

井荻北換気所

国土地理院 1万分の１地形図「石神井」を加工

視点①

視点②

視点③

視点④

視点⑤

視点⑥

視点⑦⑧
N
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井草3丁目交差点より（視点⑤）

環状八号線地上側道中央分離帯より（視点⑦）

環状八号線地上側道より（視点⑥）

環状八号線地上側道歩道より（視点⑧）

中景視点
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換気塔外装材

敷地内の緑化

換気塔と施設棟の外装

外構の植栽

近景視点

コメント：
遠景視点
道路中央に位置するため、背景が空となり、視認性が高い。したがって周囲に溶け込ませること
は困難である。しかし、道路軸方向に面を大きく分割したため遠景からもボリュームが分割され
て見える効果が認められる。また暗めの色彩と光沢のない仕上げによって、落ち着いた印象を与
えている。
中景視点
面の分割の効果がよりいっそう認められる。鋭角の縁にそって施された細長い部材がアクセント
となり、シャープな印象と立体感を高めている。
近景視点
建築的な部材の使用とディテールによって、見る人を意識したデザインであることが伝わってく
る。意匠の好みについて議論する以前に、こうした扱いのもつ効果から学ぶことは多い。
全体
住居系の地域を抜けるきわめて交通量の多い一般道が地下化されたこと自体が高く評価されてい
る事業であるといえる。また、地下化された部分の起終点に位置する換気施設はその機能と意味
が明快であり、理解されやすい。その一方で道路中央部に位置し、周辺の建築物もそれほど高層
でないことから、換気塔自体は目立ちやすい。そうした条件に対して、本デザインは、まず起終
点でデザインを統一して「対」として認識させるとともに、遠景から近景までつねに視線を受け
止めることを考えたデザインとして、表層材での対応にとどまらない意匠上の考慮が、効果を上
げている。

（佐々木葉）



58

５　北町若木換気所
諸元
所在地　：東京都板橋区
路線　　：環状八号線
形式　　：上下線一体トンネル（4車線、L=475.1m、内空幅員W=17.7m）
換気方式：集中排気型縦流換気方式（SPM除去装置設置）
換気所　：地上式（１カ所）、換気塔高さ h=45m
供用年　：2006 年
基本デザイン：環状八号線換気塔デザイン委員会

デザインの概要
東武東上線に近接する位置に換気所が設置される。東武東上線を渡る横断歩道橋が併設されてい
る。換気塔の上層部と設備収容の下層部に分節された形状であり、上層部は木の葉型断面とスリッ
トによりスレンダーな印象を持たせ圧迫感の軽減を図る。上層部は空に溶け込むブルー系の金属
パネル、下層部は暖色系のタイル外壁によりデザインされている。

条件分類
①環境別分類	 タイプＢ	 ：	低層住居等が多い住居系地域
②空間別分類	 タイプＥ	 ：地上部道路空間内に換気塔が配置されている
③構造規模別分類	 タイプＨ	 ：換気塔の高さが概ね 20〜 40m前後のもの
④地上構造物別分類	 タイプ K	 ：	換気施設・管理施設が半地下に配置されているもの
⑤換気所群のデザイン方針	タイプO	 ：	地下道路中に換気所が 1カ所であるもの
⑥意味的把握の容易性	 タイプQ	 ：地下道路との関連が認識できるもの
⑦地下道路の機能	 タイプ T	 ：地上部既存道路を利用して新規に道路整備を行うもの

参考図

出典：「環状八号線練馬区北町〜板橋区相生町区間工事概要」パンフレット、東京都建設局
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南側坑口付近より（約400m、視点①）

近傍の公園より（約100m、視点③）

旧川越街道より（約200m、視点②）

東武鉄道線路沿いより（約250m、視点④）

周辺地図及び視点位置

遠景視点

500m

250m

100m

北
町
若
木
ト
ン
ネ
ル

国土地理院 1万分の１地形図「高島平」を加工

視点①

視点②

視点③

視点④ 視点⑤

視点⑥

N
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東武鉄道線路沿いより（約80m、視点⑤） 環状八号線北側より（約600m、視点⑥）

遠景視点

南西側より 東武鉄道を跨ぐ歩道橋より

中景視点

換気塔の外装材 景観検討時には考慮されなかったと考えられる管理用階段

近景視点
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コメント：
遠景視点
近傍に中高層マンションがあるため、換気塔のスケールがそれほど突出しているとは感じない。ま
た、外装材の表現の工夫により、距離感やスケール感が掴みやすく、色彩についても周辺との違
和感がない。
中景視点
換気塔部の楕円状の断面の一部が箱形の施設棟に貫入した表現となっており、施設棟のボリュー
ム感が抑えられて全体のバランスがよい。また、塔・煙突としての機能を了解しやすい。強烈で
はないが一定の存在感を感じさせる。住民が毎日眺める風景としては適切な存在感であろう。
近景視点
東武東上線を跨ぐ歩道橋が換気塔と隣接しており、利用者から見れば一体の構造物・空間として
認識される。その両者がほとんど調整なく計画されていることが残念である。また、設備棟上部
に登る外付けの階段が、外装のデザイン検討の緻密さに比較して極めて武骨な印象を与えている。
景観への配慮は本体・付属施設を含めてトータルで行わなければならない。
全体
周囲の環境を意識した形状や外装、色彩など、様々な配慮が行われており、換気塔そのものを対
象としたデザインとしては比較的高いレベルにあると思われる。それだけに、デザイン検討終了
後に付加されたと思われる設備の存在や、隣接する歩道橋とのデザイン調整がなされなかったこ
とが残念である。

（福井恒明）
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６　東山換気所
諸元
所在地　：名古屋市千種区
路線　　：名古屋高速 2号東山線
形式　　：上下一方通行トンネル（4車線、上り線 L=3,084m、下り線 L=3,438m）
換気方式：集中排気型横流換気方式（電気集塵機設備設置）
換気所　：地上式（３カ所）
供用年　：2003 年
設計者　：パシフィックコンサルタンツ（トンネル換気設備）

デザインの概要
住宅街の中の三角形の敷地内に換気塔が位置し、敷地の一部は公園として利用されている。円筒
形の基本形状に対し、ジャバラ状に折れた壁面形状とすることにより圧迫感を軽減している。壁
面材は赤茶系の自然石パネルを用いて他の箇所の換気所と統一性を持たせている。給気部は断面
形状はそのままに金属メッシュを用いたデザインとすることにより、断面形状の統一性を確保し
たシンプルな形状としている。

条件分類
①環境別分類	 タイプＢ	 ：	低層住居等が多い住居系地域
②空間別分類	 タイプＦ	 ：	地上部道路の沿道に換気塔が配置されている
③構造規模別分類	 タイプＨ	 ：換気塔の高さが概ね 20〜 40m前後のもの
④地上構造物別分類	 タイプ K	 ：	換気施設・管理施設が半地下に配置されているもの
⑤換気所群のデザイン方針	タイプM3：	換気所ごとに個別にデザインしているもの
⑥意味的把握の容易性	 タイプQ	 ：地下道路との関連が認識できるもの
⑦地下道路の機能	 タイプ T	 ：地上部既存道路を利用して新規に道路整備を行うもの

コメント：
遠景視点
低層の建物が多く、また地形に起伏のある場所に単独で存在している。そのため相当遠方からも視
認され、場所によっては唐突に出現するという印象を持たれる。これに対して、基本的に方向性を
持たない円柱状の形態としてどの方向から見ても同様な印象を与えること、同時に遠方からも視認
可能な明快なリブを施すことで単調になることを免れて、景観的な効果をあげている。一方換気の
ためのルーバー部分が面の一部のみにあり、遠方からは色が変化しているように見えている点がい
ささか気になる。開口部を含む円柱下方部については開口以外の部分の色をやや暗くして、全体と
しては上方と下方のツートンカラーにして収める、という方法も考えられたのではないか。
中景視点
リブの効果がよりはっきりと認められる。同時に開口部とその他の部分の違いもよりはっきりと
認識される。機能性の表現とも受け止められるが、プロポーションとしてのバランスはあまり優
れているとはいえない。開口の位置や面積は機能的に決められるので、それが景観的に欠点とな
る場合には、表面のデザインによって何らかの工夫がなされることが好ましい。また敷地内には
一部植栽が見られるが、周囲全体にボリューム感のある植栽が施されていれば、圧迫感の軽減が
期待できたであろう。
近景視点
リブのディテールと表面のテクスチュアがみとめられる。丁寧な仕上げで人の視線を受け止める
に足りる意匠であるが、敷地内の他の施設や手すりなどには景観的配慮があまり感じられず、残
念である。
全体
シンプルな形状ではあるが中景以遠からも効果が認められる表面のリブデザインによって、無機
質な印象をまぬがれている。敷地全体への配慮があればよりすぐれたデザインとなったであろう。

（佐々木葉）
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東山タワーより（水平距離約700ｍ、視点①）

市道より（約250m、視点③）

市道より（約400m、視点②）

市道より（約100m、視点④）

周辺地図及び視点位置

遠景視点

500m

1km

250m

100m

東山トンネル

国土地理院 1万分の１地形図「東山公園」を加工

視点①

視点②
視点③

視点④

N
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東側全景 西側全景

中景視点

換気塔外装材 給気口ルーバー

近景視点
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７　緑橋換気所
諸元
所在地　：名古屋市千種区
路線　　：名古屋高速 2号東山線
道路　　：上下一方通行トンネル（4車線）
換気方式：集中排気付横流換気方式（電気集塵機設備設置）
換気所　：地上式（３カ所）
供用年　：2003 年
設計者　：パシフィックコンサルタンツ（トンネル換気設備）

デザインの概要
東山トンネル上部に位置する公園敷地に換気所を設置している。建築物として見える形状デザイ
ンを用い、壁面材は赤茶系のタイル素材を用いるとともに、つたを這わせるメッシュを壁面に設
置して公園の自然景観との調和を図っている。

条件分類
①環境別分類	 タイプＤ	 ：	自然環境地域
②空間別分類	 タイプＧ	 ：	地上部道路と無関係な位置に換気塔が配置されている
③構造規模別分類	 タイプＨ	 ：換気塔の高さが概ね 20〜 40m前後のもの
④地上構造物別分類	 タイプ K	 ：	換気施設・管理施設が半地下に配置されているもの
⑤換気所群のデザイン方針	タイプO	 ：	地下道路中に換気所が 1カ所であるもの
⑥意味的把握の容易性	 タイプQ	 ：地下道路との関連が認識できるもの
⑦地下道路の機能	 タイプ T	 ：地上部既存道路を利用して新規に道路整備を行うもの

参考図

出典：エバラ時報、No.203、株式会社荏原製作所

東山トンネル換気システム概要図 緑橋換気所概要図
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東山タワーより（水平距離約600m、視点①） 東山公園より（約300m、視点②）

周辺地図及び視点位置

遠景視点

500m

1km

250m

100m

東山トンネル

公園駐車場より（約100m、視点③） 換気塔の外壁および壁面緑化の状況

中景視点 近景視点

国土地理院 1万分の１地形図「東山公園」を加工

視点①

視点②

視点③

N
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南西側全景 西側全景

中景視点

コメント：
遠景視点
大規模な公園内に立地し、周囲は緑地であるため、遠景からは目立ちくい。全体を直方形をベー
スとした対称な形態に整えるとともに、遠方からも視認できる面の分割が行われている。このた
め、単調でぶっきらぼうな印象を与えることはない。建物のように見せることで、違和感を与え
ない工夫がなされている。色彩も中程度の明度と彩度であり、光沢のない素材で覆われているため、
自己主張は少なく、比較的周囲になじんでいる。
中景視点
公園内を通過する道路からよく視認される。建物のように見えるため、逆に、なぜ公園の中にこの
ように大規模な建物があるのか、という違和感が生じてしまう。地下を高速道路が通過している
こともわかりづらいので、その機能が理解されづらい。換気塔であることをよりわかりやすく表
現する頭頂部等のデザインという選択肢も考えられたかもしれない。特に公園内道路に面した部
分のファサードは建築的な構成とし、かつ壁面緑化を行って、換気施設らしさを消そうとしている。
壁面緑化の効果が十分には認められず、残念である。
近景視点
低層部の意匠は、マンションなどの建築物にも用いられるレンガタイルであり、ディテールも工
夫された人の視線を意識したものとなっている。しかし、見学者などを除けば、歩行者が近くか
ら眺めることは少ないため、その効果が認められることが少ない。
全体
立地の特性から、本換気所の機能が把握されづらく、建築物として受け止められることが多いと
思われる。デザインもできるだけ建築物のように見せることを意図して検討されたであろう。そ
の効果はかなり高いが、建築物としてみた場合の違和感があることもまた否めないであろう。同
じ路線の換気所である東山換気所との関連性を読み取ることも難しい。日常的に近景から見られ
る立地ではないため、もう少し換気機能を明確に演出したデザインという考え方もとりえたかも
しれない。本事例のように意匠に十分なコストをかけられない場合は、機能性の表現を意図した
デザインという考え方で工夫をしたほうがよいかもしれない。（佐々木葉）
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８　新池換気所
諸元
所在地　：名古屋市名東区
路線名　：名古屋高速 2号東山線
道路　　：上下一方通行トンネル（4車線）
換気方式：集中排気型付き横流換気方式（電気集塵機設備設置）
換気所　：地上式（３カ所）、換気塔高さ h=45m
供用年　：2003 年
設計者　：パシフィックコンサルタンツ（トンネル換気設備）

周辺地図及び視点位置

500m

250m

100m

料金所ゲート付近より（約150m、視点①） 周辺部より（約250m、視点②）

遠景視点

国土地理院 1万分の１地形図「東山公園」を加工

視点①

視点②

N
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コメント：
遠景視点
換気塔の高さが背後の丘陵と大差がないこと、および換気塔両脇のトンネルに入る高架道路によっ
て換気塔自体を隠すことになっているため、あまり目立たない。周辺の視点からは見上げる位置
にあり、高架道路および周辺建物にさえぎられて全体を視認することは難しい。そのためより一層、
建物の一部のように見える。正面開口部形状、色彩、また側面の天端に位置する短いひさし状の
突起などが、印象をより建築物に近く見せている。
近景視点
道路外の近い位置からは、高架道路のために非常に見づらい。一方道路利用者からは料金所付近
から正面に視認される。トンネル坑口を含めた対称性の強い形態は、印象強く、換気塔の機能も
理解されやすいと思われる。つる植物による植栽の効果が十分認められない点は残念である。あ
るいは植栽がなくても、その形状はトンネル坑口を含めてもう少し洗練させればデザインの評価
は高まったとも考えられる。
全体
この換気塔は設置場所と規模によって周囲からはあまり目立たない存在となりえている。（一方高
架道路自体は非常に目立ち、圧迫感もあるため、そのデザインにはもうすこし工夫が必要である。）
換気塔のデザインは、同じ路線上に位置する他の換気塔と色調はそろえているが、形状はそれぞ
れ異なる。緑橋換気所と新池換気所はどちらも建築物のように見せることとつる植物による壁面
緑化を行っている点は共通している。緑化については季節によっては十分な緑量が確保されず中
景以遠からの効果は認められにくい。開口部形状やディテールが建築的に見せる効果を上げてい
る。プロポーションにもう少し配慮が望まれる。

（佐々木葉）



70

９　入船みなと換気所
諸元
所在地　：新潟市
路線名　：みなとトンネル
形式　　：一方通行トンネル
換気方式：集中排気型縦流換気方式
供用年　：2002 年
設計者　：小林克弘、デザインスタジオ設計室

デザインの概要
トンネル坑口の直上に位置しており、換気所内と歩道トンネルの往来が可能となっている。展望台
や休憩所を備えた施設となっており、反対側の山の下換気所と合わせたランドマークとして、重
なり合う壁面やシャープなエッジ等を意識したデザインとなっている。1988 年に開かれた景観デ
ザイン検討委員会（委員長：樋口忠彦新潟大学教授）によって検討が進められた。

条件分類
①環境別分類	 タイプＣ　：	工業・港湾地域
②空間別分類	 タイプＧ	 ：	地上部道路と無関係な位置に換気塔が配置されている
③構造規模別分類	 タイプＨ	 ：換気塔の高さが概ね 20〜 40m前後のもの
④地上構造物別分類	 タイプ L	 ：	換気施設・管理施設が地上に配置されているもの
⑤換気所群のデザイン方針	タイプN1	：	２つの換気所デザインを統一しているもの
⑥意味的把握の容易性	 タイプQ	 ：地下道路との関連が認識できるもの
⑦地下道路の機能	 タイプU	 ：	地上部の既存道路や街区に関係なく地下を通過するもの
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山の下みなと換気所より（約900m、視点①） 西海岸公園より（約700m、視点②）

周辺地図及び視点位置

遠景視点

500m 1km250m100m
入船みなと換気所 山の下みなと換気所

フェリー埠頭より（約800m、視点③） 水戸橋公園より（約500m、視点④）

国土地理院 1万分の１地形図「新潟港」を加工

視点①

視点②

視点⑤ 視点④

視点⑥

視点③N
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みなとトンネル入口交差点より（約600m、視点⑤） みなとトンネル坑口付近より（約250m、視点⑥）

遠景視点

北側全景

南東側

南側全景

東側 北東側

中景視点
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換気塔外装材

近景視点

コメント：
遠景視点
山の下換気所に比べ入船みなと換気所周辺には高層の建造物が殆どなく、タワーのシルエットを
きわめて明快に把握することができる。当地域には住宅地や商業地が殆どなく、これほど塔の存
在が際立っていても違和感はほとんど感じられない。
中景視点
全体的な形状がいくつかの幾何学的形態に分節されており、圧迫感の軽減に成功している。ただし、
非日常的な訪問者が見込まれる当施設に対してはむしろスーパーヒューマンスケールを “特性 ”と
して強調することも可能であったかも知れない。道路軸方向からは巨大な階段とスリット状に分
断された特徴的な構造体が印象的に認識される。特に階段に人影が見られるならばそのスケール
の大きさはさらに強調されるものと思われる。
近景視点
分節化された構造体の部分的輪郭が明快に把握できるほか、各パーツの陰影が他のパーツに映り
込むこともこの形状ならではの特徴である。ウォーターフロントにおいてはスケール感覚が日常
のそれと大きく異なるため、これほどの近景においても圧迫感は殆ど感じられない。
全体
視距離や視軸方向の変化によって把握される形態が大きく変化するほか、ウォーターフロントと
いう特異な立地特性にうまく対応させたスケール感となっている。対岸の山の下換気所とは似て
非なる個性的なツインを成している点も特徴的である。

（岡田昌彰）

入船みなと換気所より 近景

（参考）山の下換気所（トンネル反対側）
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10　十条換気所
諸元
所在地　：京都市伏見区
路線　　：阪神高速道路京都線（新十条通り）
道路　　：一方通行トンネル
換気方式：集中排気型縦流換気方式
供用年　：2008 年度
基本デザイン：環状八号線換気塔デザイン委員会

デザインの概要
トンネル坑口の脇に設置されており、鴨川に近接した場所に建つ。背後の稲荷山まで比較的遠い
ため、山の稜線より換気塔が突出して見える。伏見の酒蔵をイメージしたデザインであり、低層
部にはグレー色、中高層部は白色となっている。換気所の一階は工事情報館となっており、トン
ネル工事などの進捗状況について情報提供を行っている。

条件分類
①環境別分類	 タイプＢ	 ：	低層住居等が多い住居系地域
②空間別分類	 タイプＥ	 ：地上部道路空間内に換気塔が配置されている（IC空間）
③構造規模別分類	 タイプＨ	 ：換気塔の高さが概ね 20〜 40m前後のもの（h=30m）
④地上構造物別分類	 タイプ L	 ：	換気施設・管理施設が地上に配置されているもの
⑤換気所群のデザイン方針	タイプM3	：	換気所ごとに個別にデザインしているもの
⑥意味的把握の容易性	 タイプ P	 ：	地下道路との位置関係が明瞭であるもの
⑦地下道路の機能	 タイプU	 ：	地上部の既存道路や街区に関係なく地下を通過するもの

参考図

出典：工事情報館展示資料

構造	 鉄骨鉄筋コンクリート造
規模	 地下 2階、地上４階
建築面積	 975.52m2( 南北 24m、東西 42m）
延床面積	 4447.15m2

建物高さ	 19.3m
換気塔高さ	 30.0m
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勧進橋より（約350m、視点①）

陶化橋付近より（約200m、視点③）

鳥羽街道駅付近より（約300m、視点②）

東南側より（約50m、視点④）

周辺地図及び視点位置

遠景視点

500m

250m

100m

国土地理院 1万分の１地形図「東山」を加工

視点①

視点②

視点④

視点③

N
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西側全景

下部外装材

南東側

外構植栽 上部外装材

中景視点

近景視点
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コメント：
遠景視点
鴨川河畔の平野部に位置するため、そのボリュームは背後の山の稜線を越え、周囲から際だって
視認性が高い。遠景からは基壇部が隠れるため、目に見える大部分が白の膨張色となるが、極力
ボリュームを分割する努力がなされているため、遠景から見た圧迫感は一定程度軽減されている。
中景視点
伏見の酒蔵のイメージを基調としてデザインされているものの、そのスケールは巨大であり、ミ
スマッチな印象を拭えない。2本の排気塔と管理事務所・工事情報館が併設されており、機能的制
約に従う形でそれぞれに分割されたボリュームが与えられている。一方で居室棟には窓があるも
のの各部位は平滑な表面を持ち、全体的にはプラント然とした印象を与えている。
近景視点
各ボリュームの頂部に水平の庇が配置されており、高さ方向の端部に対してエッジを強調した形
状となっている。白色の外壁部は大部分白色タイルで仕上げられるが、排気塔外壁については塗
装スパンドレルが使用されており、一定ピッチで表れる水平の水切り線が目に付く。基壇部は灰
色大判タイルで仕上げられ、酒蔵土蔵の腰壁のイメージは理解できる。公道に面して植栽が施さ
れているが量が乏しく、近傍からの視点に対してもあまり有効に機能していない。
全体
地域特性として酒蔵を表現しようという意図は評価できるが、スケールやプロポーションが異な
るためどうしても違和感が残る。排気塔以外の仕上げには大壁面であってもタイルを使用してお
り、割付もきちんと計算されているため、ディテールの質感は高い。

（大窪健之）
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11　山科換気所
諸元
所在地　：京都市山科区
路線　　：阪神高速道路京都線（新十条通り）
形式　　：一方通行トンネル
換気方式：集中排気型縦流換気方式
供用年　：2008 年度

デザインの概要
トンネル坑口上部付近の平場に設置されている。主要な換気設備は地下に設置されているため、低
層部はほとんど目立たない。換気塔は楕円を基調とした断面となっており、スリットを施すこと
によって壁面を分割している。一見、コンクリート打放しに見えるグレー調のタイルが周辺の瓦
屋根の色彩と調和している。背後の山の稜線から換気塔が突出していないため、比較的周辺景観
に馴染んでいる。

条件分類
①環境別分類	 タイプＤ	 ：	自然環境地域
②空間別分類	 タイプＧ	 ：	地上部道路と無関係な位置に換気塔が配置されている
③構造規模別分類	 タイプＨ	 ：換気塔の高さが概ね 20〜 40m前後のもの（h=約 30m）
④地上構造物別分類	 タイプ K	 ：	換気施設・管理施設が半地下に配置されているもの
⑤換気所群のデザイン方針	タイプM3	：	換気所ごとに個別にデザインしているもの
⑥意味的把握の容易性	 タイプ P	 ：	地下道路との位置関係が明瞭であるもの
⑦地下道路の機能	 タイプU	 ：	地上部の既存道路や街区に関係なく地下を通過するもの

周辺地図及び視点位置

500m 1km250m100m

国土地理院 1万分の１地形図「東山」を加工

視点①視点②視点③視点④

視点⑤

視点⑥

視点⑦⑨

視点⑩

視点⑧

N
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新十条通りより（約800m、視点①）

新十条通りより（約400m、視点③）

坑口北側付近より (視点⑤）

新十条通りより（約600m、視点②）

新十条通りより（約200m、視点④）

坑口南側寺社より（視点⑥）

遠景視点
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坑口北側付近より（視点⑦）

坑口直上道路より（視点⑨）

換気塔外装材

坑口南地先道路より（視点⑧）

換気所南側より（視点⑩）

中景視点

近景視点
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コメント：
遠景視点
全体に暗灰色の色彩を施し、排気塔の高さも背後の山の稜線を越えていないため、風景の中に溶
け込み目立ちにくい構成となっている。
中景視点
排気棟部は基本的に楕円形の断面を持つが、外壁は深く刻まれたスリットによって４つに分割さ
れており、スリットに落ちる影で各面のシルエットをシャープに見せることに成功している。換
気プラントを納める基壇部には低い傾斜屋根が架けられており、山麓の斜面勾配に沿った緩やか
な曲面により、その存在感を軽減している。
近景視点
排気塔の外壁面は、色味に意図的なばらつきを持たせたタイルで仕上げられており、山のテクス
チャーを意識した表情が与えられている。タイルには半艶のあるものが混在するため、近景から
見上げる視点に対して外壁に空の光が染みこむような印象を与えており、存在感を低減させよう
とする配慮が見て取れる。
全体
遠景から見た存在感を消しつつも、近づくにつれシャープなエッジが表れ、さらに近づくとニュ
アンスを持った細かなタイルが周囲の自然に対して親和的な印象を与えている。様々な距離から
の視線を計算し、山麓に配置される場合の周辺条件を注意深く読み込んだ、調和を目指しつつも
意匠性の高いデザインが特徴となっている。

（大窪健之）
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12　花園橋換気所
諸元
所在地　：横浜市中区
路線　　：首都高速道路横羽線
道路　　：一方通行トンネル
換気方式：ジェットファン併用集中排気型縦流換気方式
換気所　：地上式
供用年　：1978 年

デザインの概要
ＪＲの高架橋に隣接する敷地に建設されており、北西側は比較的幅員の広い市道に接している。
換気所と換気塔を一体（ビル化）とし、壁面は煉瓦タイルを基調として仕上げている。また低層
部にはコンクリート仕上げによる植樹枡が設けられている。一般的なビルのイメージであるため、
換気塔としての印象は弱い。

条件分類
①環境別分類	 タイプ A	 ：中高層ビル等が多い稠密市街地
②空間別分類	 タイプＧ	 ：	地上部道路と無関係な位置に換気塔が配置されている
③構造規模別分類	 タイプＨ	 ：換気塔の高さが概ね 20〜 40m前後のもの
④地上構造物別分類	 タイプ L	 ：	換気施設・管理施設が地上に配置されているもの
⑤換気所群のデザイン方針	タイプO	 ：	地下道路中に換気所が 1カ所であるもの
⑥意味的把握の容易性	 タイプ R	 ：	地下道路との位置関係・機能関連が不明瞭なもの
⑦地下道路の機能	 タイプU	 ：	地上部の既存道路や街区に関係なく地下を通過するもの

周辺地図及び視点位置

500m

250m

100m

国土地理院 1万分の１地形図「関内」を加工

視点①

視点②
視点③

N
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JR根岸線より（約200m、視点①）

南東側より（約80m、視点③）

南東側全景

東側より（約150m、視点②）

外構植栽

遠景視点

中景視点

近景視点
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コメント：
遠景・中景視点
換気塔の形態がビルのように見えるため、街なみの中で違和感無く、これが換気塔であると認識
する人も少ないと考えられる。茶系の外壁色は近隣の馬車道沿道の景観と合わせようと考慮した
と考えられるが、設置箇所の景観の中では若干目立つため、もっと低彩度の色調を用いた方が街
なみとの調和を図る上でよかったのではないか。
近景視点
窓が少ない建築物に見えるため、直近下で見ると壁面の圧迫感を感じさせる。低層部の上部外縁
に植栽を配置し、圧迫感を軽減させる工夫が見られるが、効果をあげるためにはもう少し緑量が
欲しいところである。
全体
形態を建物として見せることにより、周囲の街なみの中に溶け込ませようとしている事例である。
圧迫感を軽減するための壁面の細部処理や色調など、周辺との調和を図るための工夫のあとが見
られるが、存在感を消す方向に徹し切れていない点がやや残念である。

（福井恒明）
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13　並木換気所
諸元
所在地　：横浜市金沢区
路線　　：首都高速道路湾岸線
形式　　：一方通行トンネル
換気方式：ジェットファン併用集中排気型縦流換気方式
換気所　：地上式
供用年　：2000 年

デザインの概要
ショッピングセンターの自走式立体駐車場の裏に位置するが、交差点に面しているため、見られ
る頻度は高い。低層部の換気所と換気塔で構成され、低層部は交差点に面することから、植樹桝
やガラスのファサードで一般建築物と変わらない印象としている。換気塔はボリューム感がある
が、スリットにより分割する等の工夫が見られる。低層部が見えない遠景の方が、存在感が強い
印象である。

条件分類
①環境別分類	 タイプ A	 ：中高層ビル等が多い稠密市街地
②空間別分類	 タイプＢ	 ：	低層住居等が多い住居系地域
③構造規模別分類	 タイプＨ	 ：換気塔の高さが概ね 20〜 40m前後のもの（h=約 40m）
④地上構造物別分類	 タイプ L	 ：	換気施設・管理施設が地上に配置されているもの
⑤換気所群のデザイン方針	タイプO	 ：	地下道路中に換気所が 1カ所であるもの
⑥意味的把握の容易性	 タイプ R	 ：	地下道路との位置関係・機能関連が不明瞭なもの
⑦地下道路の機能	 タイプU	 ：	地上部の既存道路や街区に関係なく地下を通過するもの

周辺地図及び視点位置

500m

250m

100m

国土地理院 1万分の１地形図「金沢文庫」を加工

視点①

視点②

N



86

幸浦駅より (約 350m、視点①）

東側より (約 100m、視点②）

外構植栽

南西側より

外構植栽

遠景視点

中景視点

近景視点

コメント：
遠景・中景視点
躯体ボリュームは大きいが、スリットを入れるなど圧迫感を軽減するデザインと、隣接するショッ
ピングセンターと同化させるデザインにより、違和感を感じさせない。
近景視点
低層部にガラスファサードや石材外壁を用いたグレードの高いデザイン処理を施し、外構植栽を
配することにより、隣接する歩道を通行する歩行者の視点に配慮している。
全体
周辺の建物と同化させることにより景観調和を図った事例であり、躯体の大きさの印象の緩和や
歩行者の視点についても配慮がなされている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（福井恒明）
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14　鍛冶橋換気所
諸元
所在地　：東京都千代田区
路線　　：首都高速道路八重洲線
形式　　：一方通行トンネル
換気方式：横流換気方式
換気所　：地上式（推定）
供用年　：1973 年

デザインの概要
大規模な交差点に面し、隣接する高層ビルの公開空地が整備されているため、都心の中でも比較
的開放的な状況となっている。換気所と換気塔を一体（ビル化）とし、縦方向を強調し、壁面を
分割する、凹曲面のＰＣパネルにより仕上げられている。表面はハツリ模様となっており、銀色
に塗装されている。シンプルで明快なデザインが交差点を示すランドマークとしての役割を果た
している。

条件分類
①環境別分類	 タイプ A	 ：中高層ビル等が多い稠密市街地
②空間別分類	 タイプＦ	 ：	地上部道路の沿道に換気塔が配置されている
③構造規模別分類	 タイプＨ	 ：換気塔の高さが概ね 20〜 40m前後のもの
④地上構造物別分類	 タイプ L	 ：	換気施設・管理施設が地上に配置されているもの
⑤換気所群のデザイン方針	タイプN2	：	換気所ごとに個別にデザインしているもの
⑥意味的把握の容易性	 タイプ R	 ：	地下道路との位置関係・機能関連が不明瞭なもの
⑦地下道路の機能	 タイプ T	 ：	地上部既存道路を利用して新規に道路整備を行うもの

周辺地図及び視点位置
500m

250m

100m

国土地理院 1万分の１地形図「日本橋」を加工

視点①
視点②

N
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東側より（約150m、視点①）

西側より（約80m、視点②）

外装材

南側全景

隣接する公開空地の整備

遠景視点

中景視点

近景視点
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コメント：
遠景・中景視点
新幹線で東京駅を出るとすぐ左側に見える塔で、おそらく誰もがみたことのある構造物である。換
気塔の高さは周辺構造物よりも高く造られることが基本であるため、換気塔ができた当初は周辺
の建物よりも頭一つ抜き出た構造であったことが予想される。現在は周辺の建物の方が高くなり
建物の間にあるオブジェであるかの印象を受ける。
近景視点
表面は PCパネルに銀メタリックの塗装が行われている。となりのオフィビル、東京国際フォーラ
ム、新幹線などと良く調和している。
全体
隣地のオフィスビルは換気塔よりも高く設計されており、排気をまともに浴びる状態である。排気
は十分に浄化されているとの判断をオフィスビル設計者が行ったのであろう。更にこのオフィス
ビルを建設する際に設置された公開空地のデザインは換気塔周辺まで一体となっている。このた
め、一見と隣地のオフィスビルの装飾用オブジェであるかの錯覚をおこす。千代田区は路上喫煙
が条例により禁止されている地区であり、換気塔周辺が調度よい喫煙スペースになっている。換
気塔が後からできた構造物とうまく調和している好例である。

　（曽根真理）
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15　千鳥ヶ淵換気所
諸元
所在地　：東京都千代田区
路線　　：首都高速都心環状線
形式　　：一方通行トンネル
換気方式：横流換気方式
換気所　：地下式（※隣接する隼町換気所は地上式）
供用年　：1964 年

デザインの概要
給気と排気を合わせ６基の換気塔が設置されており、公園内の植樹帯に建てられている。皇居周
辺であり、イギリス大使館の前でもある自然豊かな開けた空間であるため、換気塔の規模は小さく、
樹木に囲まれているため、圧迫感もない。外装は場所にふさわしく自然石貼りとなっている。や
や離れた場所に隼町換気所があり、周辺建築物の色彩に調和させた外装となっている。

条件分類
①環境別分類	 タイプ A	 ：中高層ビル等が多い稠密市街地
②空間別分類	 タイプＦ	 ：	地上部道路の沿道に換気塔が配置されている
③構造規模別分類	 タイプ I	 ：	換気塔の高さが概ね 20m以下のもの
④地上構造物別分類	 タイプ K	 ：	換気施設・管理施設が半地下に配置されているもの
⑤換気所群のデザイン方針	タイプM1	：全体が統一的にデザインされているもの
⑥意味的把握の容易性	 タイプ P	 ：	地下道路との位置関係が明瞭であるもの
⑦地下道路の機能	 タイプU	 ：	地上部の既存道路や街区に関係なく地下を通過するもの

周辺地図及び視点位置

500m250m100m

隼町換気所

千鳥ヶ淵換気所

国土地理院 1万分の１地形図「新宿」「日本橋」を加工

視点①

視点③

視点④

視点②

N
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千鳥ヶ淵公園の反対側より（視点①）

給気塔全景

給気塔 (千鳥ヶ淵公園より）

千鳥ヶ淵公園の反対側より（視点②）

排気塔全景

排気塔（千鳥ヶ淵公園より）

遠景視点

中景視点

近景視点
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給気塔

北側全景（視点③）

給気塔外装材

西側全景（視点④）

近景視点

参考：隼町換気所
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コメント：
遠景・中景視点
内堀通り沿いの千鳥ヶ淵公園に設置されている換気塔である。換気塔の高さは公園の植樹よりも
低くなっている。また、車道側からも街路樹によって幾分隠されている。換気容量を確保しつつ、
換気塔一体あたりの大きさを抑えるため、換気と給気を分けた上で数を増やし、等間隔で配置し
ている。こうした工夫により、換気塔を目立たないようにしている好例である。
近景視点
給気塔と排気塔は形状が異なっている。排気塔については面が “のっぺり ”しすぎているような印
象を受けた。同じ大きさの構造物であっても、“窓も何もない単なる箱 ”と “形状に変化のある箱 ”
では、後者の方が馴染みやすいと感じた。
全体
この換気塔が設置されている千鳥ヶ淵公園では、春になるとお花見が行われる。お花見に参加し
たときの個人的感想になるが、公園の施設として馴染んでおり、ほとんど違和感を覚えない。む
しろ公園内に設置された公衆便所を思わせるものとなっており、間違えて入り口を探してしまう
ほどである。
参考：隼町換気所
千鳥ヶ淵換気所と同一のトンネルに設置される換気所であるが、千鳥ヶ淵換気所が分散小型化を
図っているのに対し、集中大型化により換気所設置数の集約を図っている。千鳥ヶ淵・隼町の 2
つの換気所に関して、それぞれの周辺環境の特性に合わせて換気所の分散―集約を組み合わせて、
換気所の規模をうまくコントロールしている。

（曽根真理）
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16　13号地換気所
諸元
所在地　：東京都品川区
路線　　：首都高速道路湾岸線
形式　　：一方通行トンネル
換気方式：集中排気型縦流換気方式
換気所　：地上式
供用年　：1976 年

デザインの概要
東京港トンネルの坑口上部に建設されている。２基の換気所が向き合う形を活かしたデザインと
なっており、白色とグレー色のツートンカラーで、形態的特徴を強調している。道路利用者から
はトンネル導入部のランドマークとして見られている。東京港を結ぶシンボルとしてライトアッ
プ設備が設置されている。

条件分類
①環境別分類	 タイプＣ	 ：	工業・港湾地域
②空間別分類	 タイプＧ	 ：	地上部道路と無関係な位置に換気塔が配置されている
③構造規模別分類	 タイプＨ	 ：換気塔の高さが概ね 20〜 40m前後のもの
④地上構造物別分類	 タイプ L	 ：	換気施設・管理施設が地上に配置されているもの
⑤換気所群のデザイン方針	タイプN1	：	２つの換気所デザインを統一しているもの
⑥意味的把握の容易性	 タイプQ	 ：地下道路との関連が認識できるもの
⑦地下道路の機能	 タイプU	 ：	地上部の既存道路や街区に関係なく地下を通過するもの

周辺地図及び視点位置

500m1km 250m 100m

国土地理院 1万分の１地形図「大井ふ頭」を加工視点①

視点③

視点④ 視点⑤

視点②

N
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大井換気所付近より（約1.1km、視点①）

潮風公園より2つの換気塔を望む（視点③）

北側全景

13号地換気所より大井換気所を望む（視点②）

潮風公園海沿いから（約200m、視点④）

南側全景

首都高速道路から（約200m、視点⑤）

遠景視点

中景視点
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外装材 ライトアップ施設

近景視点

コメント：
遠景視点
台場地区から見る大井側の換気塔は、周辺の構造物と調和していた。二つの換気塔の間は連絡船
の航路の一部になっており、連絡船から両岸が見渡せる。大井地区から台場側の換気塔は、背後
のホテル、テレビ局などの建物とうまく調和していない印象である。構造物の持つ形状としての
スケール感と実際のスケールに違いがあることが理由であろう。
中景視点
換気塔の垂直面は側面のみで天端も斜めになっている。写真からはわかりづらいが海側に向かっ
て傾斜している。換気塔の正面に見える黒い面は、海底トンネルに方向に進む途中換気塔に近づ
いても、大きさがあまり変化しないように感じる。換気塔正面の勾配が、換気塔に近づいても視
角が変化しないように設計されたと考えられる。この効果により、堀割部から海底トンネルに向
かうにあたって減速することなく走行することが容易になる。本換気塔の場合には視覚効果によ
りトンネル入り口付近の渋滞緩和に一役買っていると考えられる。
近景視点
本換気塔は清掃をしないことを前提に表面素材が汚れにくい素材となっていると考えられる。白
い面であるにもかかわらず雨道のような汚れは観察されなかった。海側についてはガラス面を大
きく取っている。潮風のためか近くで見ると汚れが付着していた。しかし、海側からの眺めは基
本的に遠景の一部となるため汚れは問題とならないのであろう。

（曽根真理）
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17　飛鳥山換気所
諸元
所在地　：東京都北区
路線　　：首都高速道路中央環状王子線
形式　　：上下線分離トンネル
換気方式：横流換気方式
換気所　：地上式
供用年　：2004 年

デザインの概要
飛鳥山トンネル坑口上部に設置される換気所であり、石神井川沿いに位置する。王子駅方向のファ
ザードが建築的にデザイン処理されている。

条件分類
①環境別分類	 タイプ A	 ：中高層ビル等が多い稠密市街地
②空間別分類	 タイプＧ	 ：	地上部道路と無関係な位置に換気塔が配置されている
③構造規模別分類	 タイプＨ	 ：換気塔の高さが概ね 20〜 40m前後のもの
④地上構造物別分類	 タイプ L	 ：	換気施設・管理施設が地上に配置されているもの
⑤換気所群のデザイン方針	タイプO	 ：	地下道路中に換気所が 1カ所であるもの
⑥意味的把握の容易性	 タイプ R	 ：	地下道路との位置関係・機能関連が不明瞭なもの
⑦地下道路の機能	 タイプ T	 ：地上部既存道路を利用して新規に道路整備を行うもの

周辺地図及び視点位置
500m

250m

100m

コメント：
遠・中景視点
躯体形状の規模が大きく、周辺に同規模の建物もないために比較的目立つ。矩形を基本としたマッ
シブな形状であり、周辺に対し圧迫的印象を与えている。トンネル坑口正面から見たときに左右
非対称な形態となり、横方向を向いているような印象を与えている。
近景視点
北面ファザードを建築的にデザイン処理しているものの、その他の面は巨大な壁面を見せ、直近
から見るとかなりの圧迫感が生じている。
全体
換気塔の規模の大きさによる圧迫感が生じており、塔規模に対する十分な配慮がなされずに検討が
進められた典型的な例と考えられる。形態デザインや壁面のデザイン処理についても北側ファサー
ドを除き、深く検討されたとは思えず、圧迫感の緩和効果は少ない。　　　　　　　　（福井恒明）

国土地理院 1万分の１地形図「赤羽」
「西新井」「池袋」「上野」を加工

視点①
視点②

N
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東側全景（視点①）

外装材

向きによって異なる壁面のデザイン

北西側全景（視点②）

遠景視点

近景視点

中景視点
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18　さいたま新都心換気所
諸元
所在地　：さいたま市中央区
路線　　：首都高速道路さいたま新都心線
形式　　：一方通行トンネル
換気方式：集中排気型縦流換気方式
換気所　：地上式
供用年　：2004 年

デザインの概要
高架橋に挟まれた三角形の敷地に建設されており、設備類の搬入路が長いのが特徴である。
換気所と換気塔を一体化し、低層部分には横方向のラインを強調して面を分割しているとともに、
隣接する地域冷暖房センターと調和させている。

条件分類
①環境別分類	 タイプ A	 ：中高層ビル等が多い稠密市街地
②空間別分類	 タイプＧ	 ：	地上部道路と無関係な位置に換気塔が配置されている
③構造規模別分類	 タイプＨ	 ：換気塔の高さが概ね 20〜 40m前後のもの（h=約 45m）
④地上構造物別分類	 タイプ L	 ：	換気施設・管理施設が地上に配置されているもの
⑤換気所群のデザイン方針	タイプM3：	換気所ごとに個別にデザインしているもの
⑥意味的把握の容易性	 タイプ R	 ：	地下道路との位置関係・機能関連が不明瞭なもの
⑦地下道路の機能	 タイプU	 ：	地上部の既存道路や街区に関係なく地下を通過するもの

周辺地図及び視点位置

500m250m100m

コメント：
遠・中景視点
大規模な地域冷暖房センターの横に位置し、地域冷暖房センターよりも規模が小さいため、その
存在感はさほど目立たない。壁面の横ストライプは、地域冷暖房センターと似た印象を与えよう
とする意図を感じさせるが、デザインが異なり、調和するには至っていない。
近景視点
近景で見られる機会は少ないが、外壁のタイル仕上げが一般の建築物に近いグレードを感じさせ
て違和感は小さい。
全体
地域冷暖房センターに同化させることを狙ったデザインよりも、地域冷暖房センターよりも規模
を抑えていることが換気塔を目立ちにくくすることに寄与している。　　　　　　　　（福井恒明）

国土地理院 1万分の１地形図「大宮」を加工

視点①

視点②

N
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さいたまスーパーアリーナ脇より（約250ｍ、視点①）

大宮ほこすぎ橋より（約250m、視点②）

外装材

南側アプローチ

遠景視点

中景視点

近景視点
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19　北袋換気所
諸元
所在地　：さいたま市大宮区
路線　　：首都高速道路さいたま新都心線
形式　　：一方通行トンネル
換気方式：集中排気型縦流換気方式
換気所　：地上式
供用年　：2004 年

デザインの概要
さいたま新都心駅から西へ向かう幹線道路の軸線上に見ることができ、アイストップとなってい
る。矩形のシンプルな排気塔形状にカラフルな色分けの外壁デザインを施しており、外壁のみデ
ザインを検討した事例のように感じられる。

条件分類
①環境別分類	 タイプＢ	 ：	低層住居等が多い住居系地域
②空間別分類	 タイプＥ	 ：地上部道路空間内に換気塔が配置されている
③構造規模別分類	 タイプＨ	 ：換気塔の高さが概ね 20〜 40m前後のもの
④地上構造物別分類	 タイプ K	 ：換気施設・管理施設が半地下に配置されているもの
⑤換気所群のデザイン方針	タイプM3：	換気所ごとに個別にデザインしているもの
⑥意味的把握の容易性	 タイプQ	 ：地下道路との関連が認識できるもの
⑦地下道路の機能	 タイプ T	 ：地上部既存道路を利用して新規に道路整備を行うもの

周辺地図及び視点位置

500m

250m

100m

国土地理院 1万分の１地形図「大宮」を加工

視点①

視点②

N
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西側より（約150m、視点①） 東側より（約80m、視点②）

遠景視点

中景視点

外装材のデザインパターン

外装材（タイル）

近景視点
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コメント：
遠景視点
さいたま新都心駅より東に伸びる道路の軸上に換気塔が見え、アイストップとなっている。この
配置位置に関しては、地下トンネルと地上道路の軸線が一致して計画された結果であり、景観的
に意図して配置を決めたわけではないと考えられる。
中景視点
矩形状のシンプルな基本形状の壁面に化粧を施したデザインであり、６色を用いた色分けにより
複雑なパターンを形成している。具象的なパターンでないのは好感が持てるが、やや煩雑な印象
であり、修景的な感が拭えない。
近景視点
タイルを外装に用いているが、躯体形状に起因するオーバースケールな壁面の印象が支配的であ
る。
全体
本事例は、換気塔の配置・規模・基本形状に関して、標準的な設計方法により検討を進め、景観
に対する配慮として、詳細設計時に壁面のみをデザインしたものと推察される。せっかくの道路
軸上のアイストップとなる配置位置の利点もデザインに活かしきれていないのが残念である。
詳細設計時から景観及びデザインに配慮する場合、本事例のように単なる外壁の化粧に留まる恐れ
があることから、設計早期から配置、規模、形態等に対して配慮して検討を行うことが重要である。

（福井恒明）
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1-3　デザイン検討経緯

　北町若木トンネル（東京・環状八号線）ならびに首都高速道路中央環状新宿線換気所群について、換気塔デ
ザインの検討経緯の概要を紹介する。前者は単独の換気塔デザイン事例、後者は延長の長い地下道路に出現す
る換気所群のデザイン事例として位置づけられる。
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１　北町若木換気所の検討経緯 出典：「環状八号線換気塔デザイン検討委託」報告書、東京都

１）検討体制
　『環状第８号線　換気塔デザイン検討委員会』にて
　基本デザインを検討（平成９年３月開催）
　委員長：杉山和雄
　事務局：東京都第四建設局、株式会社長大
２）与条件
　・換気塔ダクト
	 高さ	 45.0m　
	 有効面積	 15.8m2×4
　・東武東上線横断施設併設

３）デザイン基本方針
　【デザイン基本目標】
　・公共施設として地域イメージにあった
　　基盤的な景観の形成
　・周囲の都市景観になじむ施設全体景観の形成
　・圧迫感・威圧感の少ないヒューマンな表情づくり
　・環境保全施設としてのエコロジカルなイメージの表出
　・高層施設群としてのランドマーク景観の形成
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４）基本形状デザイン
下記の６案の基本形状案を作成し、高層住宅からの視点、沿道歩行者からの視点、遠
景からの視点、日影の影響の４つの評価項目で評価を行い比較３案（A,E,F）を抽出
した。
A案　コーナー面取り型 B案　コーナー局面型 C案　門型

・穏やかな形状
・見かけ幅が小さい
・日影の影響が少ない

○

・やわらかい印象で圧迫感が少ない
・シャープな印象に欠け間延びする
・日影の影響が少ない

△

・建築物らしく周辺環境に馴染む
・見かけ幅が大きい
・日影の影響が大きい

△

D案　スロープ型 E案　雁行型 F案　木の葉型

・やわらかい印象となる
・低層部の見かけ幅が大きく圧迫感
　がある
・日影の影響が少ない

△

・建築物らしく周辺環境に馴染む
・単一面が小さく圧迫感は少ない
・日影の影響が大きい

○

・局曲面及びスリットにより柔ら
かく、圧迫感が少ない
・日影の影響が小さい

○
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５）デザイン基本構成案
【デザイン提言】

項目 内容

本体形状
Ⅰ案― ｢木の葉型｣
Ⅱ案― ｢コーナー面取り型｣
Ⅲ案― ｢雁行型｣　　　　　（三案併記のまま委員会完了）

低層部および
周辺緑地の構成

換気塔と付帯する低層施設を一体的な構成とする。
周辺緑地は広場等の有効な利用方法を今後検討する。

表層デザイン手法 ｢建築的手法｣ により、周囲の都市景観との融合を図る。

色彩イメージ
色相の範囲：	 高層部―ブルーグレー系
	 	 低層部―ピンク・ベージュ系
トーンの範囲：P（ペール）、Ltg( ライトグレイッシュ )、G（グレイッシュ）

素材イメージ 高層部（遠景・中景が対象）	 －金属パネル系により軽快なイメージを表現
低層部（近景が対象）	 	 －石系、タイル系を主
	 	 	 	 　ガラス系を補助的に用いる

夜間照明 周囲の影響が少ない内照式、外形の内側、低層部への設置

Ⅰ案― ｢木の葉型｣ のイメージ
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２　中央環状新宿線換気所群の検討経緯 出典：「技報」、第 37号 1-6-1,1-6-2、首都高速道路公団

１）検討経緯

換気塔規模及びデザインの検討フロー

２）検討体制
　『デザイン選考委員会』にて換気塔デザインを検討

委員長	 谷口　汎邦	 東京工業大学名誉教授
委　員	 乾　正雄	 武蔵工業大学教授
	 大野　美代子	 エムアンドエムデザイン事務所代表取締役
	 小林　克弘	 東京都立大学教授
	 内藤　廣	 東京大学教授
	 中村　良夫	 東京工業大学名誉教授
	 西川　潔	 筑波大学教授
	 卯月　盛夫	 早稲田大学芸術学校教授
設計者	 株式会社ドーコン、株式会社大建設計
事務局	 首都高速道路公団東京建設局建設第一部施設第一課

第１回委員会（Ｈ 15.9.30）
　・地域特性　　・デザイン基本方針
第２回委員会（Ｈ 16.1.15）
　　・デザイン基本方針　・デザインイメージ
第３回委員会（Ｈ 16.6.10）
　・アンケート結果　・デザイン案

換気塔規模の検討シミュレーション

地元説明会（H16.2.26-3.18）

換気塔の規模、デザインの選定

地元説明会（H16.7.22-8.10）

・換気塔からの環境影響説明
・低濃度脱硝装置・電気集塵機の設置
・換気塔規模 (大きさ）の検討
・換気塔高さ毎の環境影響シミュレーション

・景観構造
・設計方針
・換気塔デザインイメージの提示

・換気塔の高さについて
・換気塔のデザインについて

・換気塔のデザイン案の作成

換気塔デザイン検討
「デザイン選考委員会」

アンケートの実施
（H16.2.26-3.18）

換気塔デザイン検討
「デザイン選考委員会」
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４）換気塔デザイン検討
①デザイン設計方針（第１回委員会検討項目）

②換気塔デザインイメージ（第２回委員会検討項目）
【換気塔外観ボリューム】
排気部と給気部の高さを変え、保守用階段をタ
ラップや自走式ゴンドラに変えることにより取り
やめ、排気部、給気部を分離させた ｢ミニマム案、
排気部・給気部独立案｣ を採用した。

【換気塔のイメージ】
システム的な基本形態とし、建築的な形態や装飾
的な形態でない単純幾何学形態の中から選定し
た。平面形が六角形または八角形のものがスリム
でシャープな印象を持ち下部構造との取り合いが
優れた案であることが確認された。

【デザインの基本的考え方】
　●都市施設の地元との創造
　●周辺環境と調和
　●永く親しまれる換気塔

【デザインの着眼点】
　●機能（機能に配慮したデザイン）
　　機能を素直に外観に反映、必然性のあるミニマムな形状
　　安全性・周辺の環境に配慮した形状
　●景観（統一性と地域性に配慮したデザイン）
　　遠景・走行車両からの景観の統一性
　　住民・通行者からの近景としての地域性（差別化）
　●時間（時間（とき）に配慮したデザイン）
　　植栽の成長、換気等の経年変化等、時間の変化を考慮

圧迫感の少ない
デザイン

周辺環境と調和した
デザイン

時の移り変わりに
配慮したデザイン

【デザイン設計方針】

地元説明会・デザインアンケートの実施
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③デザインアンケート
　地元説明会で換気塔デザインイメージを説明し、換気塔デザインに求める項目についてアンケー
ト調査を実施した

換気塔デザインの印象（イメージ）で大切だと思う言葉
→ ｢すっきり｣、｢清潔｣、｢落ち着いた｣

換気塔の調和とまちの目印（ランドマーク）について望む事項
→ ｢目印となる様に｣ ≒ ｢印象が薄いデザイン｣

換気塔の連続感と地域性について望む事項
→ ｢地域性を配慮｣

その他
			｢煙突のように見えないデザイン｣
			｢周囲に溶け込んだもの｣
			｢地域との調和｣　　　　　　等

周囲に
溶け込んだもの

地域性を配慮 すっきり、清潔
明るい感じ

【アンケート結果】
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④換気塔デザイン案の選定（第３回委員会検討項目）

排気部・給気部基本形状	 ●排気部・給気部分離
	 	 	 	 ●給気部：5ｍの立方体
	 	 	 	 ●排気部：視覚的圧迫感軽減に優れた平面形六角形案

排気部外壁デザイン	 	 ●六角形出隅部に設けた面違い
	 	 	 	 ●面違いの向きは太陽の影が落ちる時計回り
	 	 	 	 ●汚れ対策、拡散反射を考慮した斜め条溝リブのテクスチャー
	 	 	 	 ●どのような色とも調和するコンクリート素材色

給気部外壁デザイン	 	 ●地域性を考慮し石・タイル等の素材、色使いを使い分ける。

排気塔の細部デザイン
・出隅部の面違い
・斜め条溝リブ

【換気塔デザイン案】
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2　海外事例

2-1　選定事例

　海外の換気所事例として下記の 10 事例を選定し、それぞれの事例に対して、換気所の位置、デザインの概要、
写真で紹介した。1,2 については設計の経緯について紹介する。

選定した海外の換気所事例
番号 換気所名称 管理者 路線名 所在地

1 ビッグディグ事業の換気所群 マサチューセッツ州
有料道路公社 I-93 号線、I-90 号線 米

ボストン

2 ホーランドトンネル換気所 ニューヨーク・ニュー
ジャージー港公社

I-78 号線
ホーランドトンネル

米
ニューヨーク

3 バッテリートンネル換気所 ニューヨーク州首都交通局 I-478 号線
バッテリートンネル

米
ニューヨーク

4 リンカーントンネル換気所 ニューヨーク・ニュー
ジャージー港公社

I-495 線
リンカーントンネル

米
ニューヨーク

5 クイーンズ・ミッドタウン
トンネル換気所

Triborough Bridge & 
Tunnerl Authority

I-495 線
クイーンズ・ミッドタウン

トンネル

米
ニューヨーク

6 ブラックウォールトンネル換気所 ─ ブラックウォールトンネル 英
ロンドン

7 マージートンネル
ジョージーズドック換気所 ─ クイーンズウェイサービス

道路
英

リバプール

8 ライン河岸道路換気所 デュッセルドルフ市 連邦道路 B1 独
デュッセルドルフ

9 ペテュエルトンネル換気所 ミュンヘン州 ミュンヘン中環状道路
（ペテュエルリンク）

独
ミュンヘン

10 フルヴィエールトンネル換気所 ─ 高速道路 A6,A7 仏
リヨン
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１　ビッグディグ事業の換気所群（米・ボストン）
概要
ボストン都心部の滞緩和を図るため、都心部を南北に縦貫する I-93 号線の 6 車線の高架道路（セントラルアー
テリー）の地下化を図り新たに 10 車線の地下道路を新設するセントラルアーテリー地下化事業と、I-93 と都
心南部で接続する I-90 号線を延伸しローガン国際空港まで海底トンネルで接続する事業を総合し、ビッグディ
グ事業（巨大な穴掘りを意味する）と通称される巨大プロジェクトが 20 年以上の歳月をかけて進められている。
1959 年に完成した I-93 号線の高架道路はボストン都心部においてダウンタウンとウォーターフロントを分断
し、緑色に塗装された高さ 12 メートルの高架橋は ｢グリーンモンスター｣、｢ボストンの傷跡｣ と呼ばれ、ボ
ストンの都市景観の魅力を阻害している要因となっていた。
ビッグディグ事業により高架橋が撤去された空間には、都市内の緑豊かなオープンスペースや住居・商業・文
化施設などの複合開発空間としての整備が予定される。
I-93 号線、I-90 号線合わせて６箇所の大規模換気所、２箇所の小規模換気所の計８箇所の換気所を有している。

【プロジェクト年表】
1983 年　環境影響評価書作成作業着手
1991 年　最終環境影響評価書が承認
　　　　　建設工事開始
1993 年　I-90 サウスボストンハウルロード開通
1995 年　I-90 テッドウィリアムズ海底トンネル開通
1996 年　I-93 セントラルアーテリー工事開始
2002 年　I-93 レオナードＰゼーカンバンカーヒル橋開通
2003 年　I-93 北行・南行開通
2004 年　I-93 旧高架橋撤去
2005 年　インターチェンジ・出入口ランプウェイ完成
　　　　　旧高架橋跡地の公園整備開始
2007 年　地上部の公園・開発区域の整備継続中
　　　　　　　公園整備は 2007.11 末完了予定

出典：日本政策投資銀行ウェブサイト　｢ボストンの競争戦略と BIG DIG｣　
http://www.dbj.go.jp/japanese/download/br_report/was/076_92_1.pdf

旧セントラルアーテリー高架橋
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出典：Massachusetts Turnpike Authority 提供資料

出典：Massachusetts Turnpike Authority ウェブサイト

ビッグディグ事業の換気所配置

セントラルアーテリートンネルの換気所配置

換気所No.6
ジャック

ドトンネル

換気所No.8
小換気所a

換気所No.4

換気所No.3
小換気所b

換気所No.1

換気所No.5

換気所No.7

サウスボストン地区

ダウンタウン地区

ノースエンド地区

ローガン空港

93

90
テッ

ドウ
ィリ
アム
ズト
ンネ
ル

セントラルアーテリートンネル

0　                 1km

N
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換気所 No.1（ I -90 号線ジャックドトンネル、フォートポイント運河の換気所）
ボストン南駅付近のフォートポイント運河最奥部に位置する換気所。かつては港湾地域で人通りも少ない箇所
であったが、東側にフォートポイントハーバーウォーク、西側に公園が整備され、アクセス性はよい。公園内
には、かつて設置されていた鉄道の跳ね橋の一部がモニュメントとして残されている。換気所はフォートポイ
ント運河を横断する沈埋トンネルと陸上トンネルの接続部の上に設置され、水路とトンネルの交差角にあわせ、
段違いの形状を有する。外壁材の一部にカラーパネルを用い、水辺の景観にふさわしいアメニティ性を演出する。

換気所 No.1 の配置 写真出典：Google map フォートポイント運河ハーバーウォークより（視点①）

南側道路より（視点③）

南側全景

東側全景

鉄道とフォートポイント運河の交差部より（視点②）

西側全景（公園より、視点④）

西側近景

0       100m

視点①

視点②
視点③

視点④
換気塔No.1
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換気所 No.3（ I -93 号線セントラルアーテリートンネル、ダウンタウンの換気所）
ダウンタウンの高架橋跡地のそばに位置する換気所。高架橋跡地は文化施設の計画地であるが現在は緑のオー
プンスペースとなっている。道路と反対側はフォートポイント運河に面しており、運河沿いのハーバーウォー
クからよく見える。換気施設をトンネル脇の地下に収容し、地上部の換気シャフトの周りに民間開発によるホ
テルが建設されており、ガラスウォールの近代的な景観となっている。

換気所 No.3 の配置                    写真出典：Google map

換気所全景（視点①）

フォートポイント運河ハーバーウォークより（視点④）

換気所全景（視点②）

給気口近景

フォートポイント運河対岸より（視点③）

セントラルアーテリー地上道路より ( 視点⑤）

0       100m

換気塔No.3

視点①
視点②

視点③

視点④

視点⑤
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換気所 No.4（ I -93 号線セントラルアーテリートンネル、ノースエンド公園前の換気所）
セントラルアーテリーの高架橋跡地に作られたノースエンド公園前に位置する換気所。換気施設を地下のトン
ネル脇に収容し、地上部を換気シャフトのほか駐車施設、店舗、地下鉄駅と一体化した構造となっている。歴
史的なレンガ建築が多く存在するノースエンド地区の景観と調和させるため、外壁にレンガを用いたデザイン
となっている。

換気所 No.4 の配置                    写真出典：Google map
換気所全景（視点①）

ノースエンド公園より（夜景）（視点②）

駐車施設入り口（視点④）

ノースエンド公園より（視点③）

排気シャフトと商業施設

給気シャフト

0       100m

換気塔No.4
視点①

視点②
視点③

視点④
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0       100m

換気塔No.5

視点①

視点②

視点⑤

視点③

視点④

換気所 No.5（ I -90 号線ジャックドトンネル、サウスボストン地区の換気所）
サウスボストン地区に位置する換気所で、ボストンコンベンションセンターに面して設置されている。I-90 号
線の他の換気所との形状の統一性を確保しつつも、再開発の進むサウスボストン地区の景観との調和を図るた
め、外壁に暖色系のタイル材を用いている。

換気所 No.5 の配置                    写真出典：Google map

フォートポイント運河付近より遠景（視点④）

北側全景

北側より（左はコンベンションセンター、視点②）

南ボストン地区の景観（視点①）

東側全景

東側より（右手はボストンダウンタウン、視点③）

I - 90 号線側道より ( 視点⑤）

コンベンション
センター
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換気所 No.6（ I -90 号線テッドウィリアムズトンネル、南ボストン地区港湾部の換気所）
サウスボストン地区港湾部に位置する換気所。対岸の空港敷地内の換気所 No.7 より規模が小振りである。I-90
号線の他の換気所との形状の統一性を確保しつつ、港湾部の景観との調和を図るため、外観にニュートラルな
色調を用いる。

換気所 No.6 の配置                    写真出典：Google map

南側全景（視点③）

北側護岸より全景（視点①） 西側全景（視点②）

0       100m

換気塔No.6視点①

視点② 視点③
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換気所 No.7（ I -90 号線ジャックドトンネル、ローガン国際空港の換気所）
ローガン国際空港敷地内に位置する換気所で、空港ターミナルビルに隣接して設置されている。I-90 号線の他
の換気所との形状の統一性を確保しており、空港ターミナルビルの景観との調和を図るため、金属パネルと打
放しコンクリートによる無機質な外観としている。
American Institute of Architects Honor Award for Design Excellence 受賞作（1997）

換気所 No.7 の配置                    写真出典：Google map

南側全景（視点⑤）

西側全景（視点①）

ローガン国際空港ターミナルビル側より（視点③）
南ボストン地区港湾部より（視点②）

排気塔部近景

空港ターミナルビル側全景（視点④）

南側給気部近景

0       100m

換気塔No.7
視点①

視点⑤

視点②

視点③
視点④
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換気所 a（ I -93 号線セントラルアーテリートンネル、ノースエンド地区の小規模換気所）

換気所 No.8（ボストン北駅横に設置された給気塔）

換気所 b（ I -93 号線セントラルアーテリートンネル、ダウンタウン地区の小規模換気所）

全景

全景

近景（旧トンネルの換気所をリニューアルしている）

全景

遠景
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換気所構造の概要

換気所 No.7 の給気ファン換気所 No.1、５、６、7 の換気施設概要図 *

換気所 No.4 の換気施設概要図 *

換気所 No.3 における換気施設と民間施設との複合

換気所 No.1、5、６、７はトンネル下部の給気ダクトから給気し、上部の排気ダクトより排気す
る横流換気方式である。代表的な換気所では、２階層のファン設置スペースのほか、電気機器、開
閉器、予備発電機、ポンプ室、電気・機械の修理のためのスペース、スペアパーツ保管室、雑居室、
操作室設置のための階層が追加されている。

換気所 No.3、4 は換気施設を地下に収容し、地上部を駐車場、商業施設、ホテル等の複合施設と
して利用している。

給気部 排気部

* 出典：http://web.archive.org/web/20030401140516/www.bigdig.com/thtml/envvent.htm
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ビッグディグ事業換気所群の景観配慮

基本デザインの統一性を保つため、基本設計において各換気所の共通デザイン仕様をデザインガ
イドラインを文書として定め、各換気所の詳細設計者に伝達されるシステムを構築している。

①換気所の設置位置の設定
　I-93 号線セントラルアーテリートンネル事業においては、ボストン都心部とウォーターフロン
トを分断している既存の高架橋を撤去し、高架橋跡地を人々の集まるオープンスペースとして整
備することが事業目的の大きな要素となっている。
　そのため、換気所の設置位置に関しては、跡地をオープンスペースとして利用できるよう地上
道路の路側を基本とし、換気施設をトンネル脇の地下空間に収容して、地上部を換気シャフトと
他の施設を一体化した複合施設として整備することをコンセプト設計の段階で定めている。

②各換気所の基本形態の統一性
　I-90 号線の４つの換気所には、基本形態について下記に示す統一性が見られる。
●排気シャフトを複数に分割し、個々のシャフトの太さを細く見せる。
●排気シャフトの天端口を斜めにカットし伸びやかさを持たせるとともに、地上から排気口が見
えるデザインとしている。
●給気部のルーバーを強調するとともに、ダクト部を躯体の外側に廻し、機能を分かりやすくし
たデザインとしている。

③景観調和を考慮した色調、外壁デザイン
　各換気所については周辺の景観との調和を考慮した色調、外壁デザインが成されている。
　ボストン再開発公社が有する地区別デザインガイドラインに従い、ガイドラインの対象区域外
に位置する換気所に関しては、新たに地区の景観形成のガイドラインを作成した上で、周辺景観
との調和を考慮したデザインが検討された。

駐車施設・店舗・地下鉄駅との複合

排気シャフトの分割と天端の斜めカット

ノースエンド地区の歴史的景観と調和
するレンガ壁

南ボストン地区の再開発建築物と調和
する暖色系の色調

空港ターミナルビルとの調和を考慮し
た無彩色系の色調

給気ルーバーの強調とダクトの外回し

民間事業者ホテルとの複合
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ビッグディグ事業換気所群のデザインシステム

ビッグディグ事業のデザイン検討システム

ビッグディグ事業における景観検討システムの特徴は次の通りである。
　
①コンセプト設計、基本設計の検討段階で換気所の景観整備の考え方や基本デザイン仕様につい
て十分な検討を行い、複合施設と一体となった換気所の整備の実現や、各換気所に統一感のある
デザイン、地域の景観形成との調和を図ったデザインを実現している。

②基本設計段階で検討を行った基本デザイン仕様をデザインガイドラインにとりまとめ、詳細設
計者に基本設計の意図が明確に伝わる検討システムを構築している。

③プロジェクト全体にわたって、住民説明会や住民意見の聴取に積極的に取り組んでいる。住民
意見を最優先課題として積極的に設計に反映している。

④プロジェクトマネージメント業務を民間コンサルタント業者に委託し、技術者が長期間にわたっ
て事業に関与するのできる体制を構築した。

地
域
住
民

コンセプト設計

基本設計

デザインガイドライン
・基本デザイン仕様

換気塔No.1

詳細設計

施工

換気塔No.3

詳細設計

施工

換気塔No.8

詳細設計

施工

各地区の
景観デザインガイドライン
（ボストン再開発公社の
デザインガイドライン）

プロジェクト
マネジメント業務
Bechtel 社
Persons Brickerhoff
Quade &Douglas 社

プロジェクト初期から竣工まで
プロジェクト全体を統括
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２　ホーランドトンネル換気所（米・ニューヨーク）
概要
ハドソン川を渡りマンハッタンとニュージャージを連絡する初めての河床トンネル道路として
1927 年に開通した。建設中に亡くなったプロジェクトの指導者 Clifford Milburn Holland にちな
みトンネル名称を決定した。マンハッタン側に 2 箇所、ジャージーシティ側に 2 箇所の換気所を
有する。中間の換気所はハドソン川内に位置し、マンハッタン側河川内の換気所へは桟橋歩道に
てアクセスできる。外壁面の意匠に関しては創建当時のレンガ造りの姿を維持しており、４箇所
とも統一的なデザインとなっている。技術的遺産として National Historic Landmark に指定され
ており、それを契機として港湾公社では各換気所のパブリックアクセス性を高める整備を予定し
ている。

正式名称 ：Clifford Milburn Holland Tunnel
路線 ：I-78 号線
管理者 ：ニューヨーク・ニュージャージー港公社
トンネル構造 ：上下分離構造（2 車線＋ 2 車線）
トンネル延長 ：2608.5 ｍ（西行トンネル）2551.5 ｍ（東行トンネル）
通行量 ：93,300 台／日
換気所 ：4 箇所

【プロジェクト年表】
1920 年　設計開始
1927 年 11 月 13 日　開通
1993 年　National Historic Landmark に指定

地図出典：“New York 1:12 500“ freytag & berndt 社

ホーランドトンネル

ニュージャージー
ランドビル

ニュージャージー
リバービル

再開発地区

マンハッタン
リバービル

マンハッタン
ランドビル

0　　　　　500m

ホーランドトンネルの換気所配置
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マンハッタンランドビル
本トンネルの４箇所の換気所のうち、唯一市街地中に位置する換気所である。市街地中で多くの
人々に見られることを考慮してか、荘厳なデザインのドアを設置するなど細部デザインに配慮し
ている。

南側全景

桟橋遊歩道より遠景

北西側全景

換気所ドア
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マンハッタンリバービル
ハドソン川の中に位置するが、桟橋遊歩道が設置されパブリックアクセスが確保されている。
ライトアップ施設が設置されている。

近景

マンハッタン側岸壁より

桟橋遊歩道より全景

マンハッタン FDR ドライブウェイより

ライトアップ施設
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ニュージャージーリバービル
ハドソン川に突出した埠頭の先端に位置し、一般人は近寄ることができない。
老朽化した埠頭の再整備を行い、桟橋歩道の整備よりアクセス性を高める構想がある。

近景

内部換気施設（給気ファン）

全景

マンハッタンリバービルより

内部換気施設（躯体内排気シャフト）
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ニュージャージーランドビル
ニュージャージーランドビルの背後地では、倉庫街の再開発が進められ高層住宅街へと街なみが
変化している過程にある。換気塔周りの敷地において、公園や遊歩道等のパブリックアクセスを
高める整備を進めている。

全景

公園として整備された隣接敷地

近景

ニュージャージーリバービルより

遊歩道として整備された隣接敷地
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クラシカルなデザインで統一されたホーランドトンネルの換気所群

ライトアップ施設 桟橋遊歩道 外周の遊歩道

マンハッタン島内に存在する他の換気所
左：リンカーントンネル換気所
右：クイーンズ・ミッドタウントンネル換気所）

ホーランドトンネル換気所の景観配慮

①建設当時の景観配慮
　ホーランドトンネルの換気所は 1927 年の建造当時の姿を残した、レンガ外壁のクラシカルなデ
ザインとなっている。マンハッタン島に存在する他の換気所も 1930 ～ 1950 年に建造されたレン
ガ外壁の様式となっており、統一感を感じさせるものとなっている。

② National Historic Landmark の指定を契機とした保全活動
　1993 年に National Historic Landmark に指定されたことを契機に、外壁の清掃等の外観保全、
ライトアップ等の見せるための演出に努めるとともに、桟橋遊歩道、外周遊歩道、隣接敷地の公
園整備などパブリックアクセス性を高める整備に努めている。
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３　バッテリートンネル換気所（米・ニューヨーク）
概要
イースト川を渡りロウワーマンハッタンとブルックリンを連絡するトンネル道路として 1950 年に
開通した。マンハッタン側に 2 箇所、ガバナーアイランド河岸側に１箇所、ブルックリン側に 1
箇所の換気所を有する。
1999 年から 2003 年にかけてリノベーションが行われ、ガバナー島河岸の換気所はレンガの躯体
の上に花崗岩パネルを設置して美装化された。

正式名称 ：Brookiyn Battery Tunnel
路線 ：I-478 号線　　　　　　　　　　　　　　　
管理者 ：ニューヨーク州首都交通局　　　　　　　　　　　　　
トンネル構造 ：上下分離構造（2 車線＋ 2 車線）　　　　　 
トンネル延長 ：9117 フィート
換気所 ：4 箇所
換気ファン ：53 基

【プロジェクト年表】
1940 年　設計開始
1950 年 5 月 25 日　開通
1999 年～ 2003 年　リノベーション実施

バッテリートンネルの換気所配置
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マンハッタン側換気所

ガバナー島換気所

ブルックリン側換気所

地図出典：“New York 1:12 500“ freytag & berndt 社

0　　　　　500m
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マンハッタン側換気所

ブルックリン側換気所

ガバナー島換気所

バッテリーパークより

ブルックリン坑口側より

サウスストリートシーポートより遠景

マンハッタン坑口側より

夜景
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４　リンカーントンネル換気所（米・ニューヨーク）
概要
ハドソン川を渡りマンハッタンとニュージャージーを連絡するトンネル道路であり、３本のトン
ネルを有する。

正式名称 ：Lincoln Tunnel　　　　　　　
路線 ：I-495 号線　　　　　　　　　　　　　　　　
管理者 ：ニューヨークニュージャージー港公社　　　　　　　
トンネル構造 ：３トンネル分離構造（2 車線＋ 2 車線＋２車線、時間帯により車線を使い分け
トンネル延長 ：2280 ｍ（北トンネル）／ 2504 ｍ（中央トンネル）／ 2440 ｍ（南トンネル）
換気所 ：４箇所

【プロジェクト年表】
1937 年　中央トンネル開通
1945 年　北トンネル開通
1957 年　南トンネル開通
2005 年　換気所にフェリーターミナルを併設　

リンカーントンネルの換気所配置 地図出典：“New York 1:12 500“ freytag & berndt 社

0　　　　　500m

リンカーントンネル

マンハッタン側河岸の換気所

ニュージャージー側の換気所

マンハッタン側内陸の換気所
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マンハッタン側河岸の換気所

ニュージャージー側の換気所

マンハッタン側内陸の換気所

近景

ハドソン川対岸のフェリーターミナルより

フェリーターミナル前より

全景

換気所に併設されたフェリーターミナル
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５　クイーンズミッドタウントンネル換気所（米・ニューヨーク）
概要
イースト川を渡りマンハッタンとクイーンズを連絡するトンネル道路。

正式名称 ：Queens Midtown Tunnel　　　　　　　
路線 ： I-495 号線　　　　　　　　　　　　　　　　
管理者 ：Triborough Bridge and Tunnel Authority　　　　　　　
トンネル構造 ：２トンネル分離構造（2 車線＋ 2 車線）　　　　　
トンネル延長 ： 1955m　
換気所 ： 2 箇所
開通 ：1940 年　

クイーンズミッドタウントンネルの換気所配置 地図出典：“New York 1:12 500“ freytag & berndt 社

0　　　　　　500m

クイーンズミッドタウントンネル クイーンズ側換気所

マンハッタン側換気所

クイーンズ側換気所マンハッタン側換気所

イースト川対岸より遠景全景
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６　ブラックウォールトンネル換気所（英・ロンドン）
概要
ロンドン・テムズ川を連絡するブラックウォールトンネルの換気所。北行線（1897 年開通）と南
行線（1967 年開通）の 2 つのトンネルからなり、南行線の換気塔は 2 つのさかさまの漏斗を合せ
たような楕円形断面の特徴的なデザインとなっている。南換気所はミレニアムドームの中に位置
する。北行トンネルの換気所は小規模の換気シャフトが分散的に配置され、傘状のデザインとなっ
ている。

小換気所（北行トンネル No.4 換気所）
http://www.gold.ac.uk/world/wnews/domewalk.html

南換気所（ミレニアムドーム内）
http://www.terryfarrell.co.uk/projects/moving/mov_blackTunnel.html

北換気所
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Blackwall_tunnel_towers_1.jpg

小換気所（北行トンネル No.3 換気所）
http://www.gold.ac.uk/world/wnews/domewalk.html

ブラックウォールトンネルの換気所配置
地図出典：Google Map

小換気所

小換気所
小換気所

小換気所

ミレニアムドーム

南換気所

北換気所ブラックウォールトンネル



140

７　マージートンネル ジョージズドック換気所（英・リバプール）
概要
リバプールのマージー川両岸を連絡するクイーンズウェイサービス道路のマージートンネルの換
気所。1936 年竣工の古いトンネルであり、戦争で被害を受けたため、1951 年に改修されている。
東岸のジョージズドックの換気所は、リバプールを象徴する建築物（三美神）のひとつであるリ
バプール港ビルディングに隣接していることから、荘厳な印象のデザインとなっている。

ジョージズドック換気所鳥瞰
http://www.webbaviation.co.uk/gallery/v/liverpool/
mersey-tunnel-Ventilation-Tower-ba04175.jpg.html

ジョージズドック換気所全景
http://www.c20society.org.uk/docs/building/mersey-
tunnel.html

マージートンネルの換気所配置 地図出典：Google Map

マージートンネル

キングスウェイトンネル

ジョージズドック換気所

西岸換気所

換気所

換気所
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ライン河岸道路の換気所配置 地図出典：Google Map

８　ライン河岸道路換気所（独・デュッセルドルフ）
概要
ライン川河岸道路を地下化し、トンネル上にライン河岸プロムナード（2km）を整備する計画。
トンネルの換気口がプロムナードの中央付近に必要であることが途中で判明し、換気塔のデザイ
ンをプロムナードの景観に調和するものとした。消音装置を省略し換気塔の躯体ボリュームを低
減するとともに、給気塔、排気塔の高さ、角度を変え、化粧コンクリートによるテクスチャーを
モザイク状にちりばめたデザインとした。換気塔は ｢踊る双子｣ の愛称で呼ばれ、絵葉書になる
など観光名所化し、市民に親しまれている。

ライン河岸道路換気塔
出典：墨田区経営企画室「水辺空間の整備・活用事例」

ライン河岸道路換気塔（撮影：岡田昌彰）

ライン河岸道路換気塔（撮影：岡田昌彰）
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９　ペテュエルトンネル換気所（独・ミュンヘン）
概要
ミュンヘン中環状道路の北辺を形成するペテュエルリンクに位置するペテュエルトンネルの換気
所。トンネルは 2002 年に竣工し、東側出入口にガラスルーフを用いた特徴的なデザインを用いる。
換気塔は西側出入口の北側区画に設置されている。

ペテュエルトンネル換気所
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:M% C3% BCnchen_-_Mittlerer_
Ring_-_Petuelring_mit_Olympiaturm_und_BMW-Hochhaus.jpg

ペテュエルトンネルの換気所配置 地図出典：Google Map

ペテュエルトンネル

ミュンヘン中環状道路換気所
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フルヴィエールトンネルの換気所配置 地図出典：Google Map

10　フルヴィエールトンネル換気所（仏・リヨン）
概要
リヨンの歴史建築物が集中しているフルヴィエールの丘を貫通するフルヴィエールトンネルの換
気所。東西坑口と一体的な換気塔が設置され、東側換気所はリヨンの中心市街に面する斜面上に
あり、目立つ位置にある。

西側坑口換気所
http://fr.structurae.de/structures/data/index.
cfm?id=s0007941

東側坑口換気所
http://hgeofm.over-blog.com/photo-62754-7-a7-
entree-tunnel-fourviere_jpg.html

東側換気所

西側換気所
高速道路

A6,A7

フルヴィエールトンネル
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3　学識者による事後評価

1 東中野換気所
 評価者：岡田昌彰（近畿大学理工学部准教授）

→ 44 ページ

　首都高速中央環状新宿線の東中野換気所は、地上高さ 45 ｍをもつ一対の塔である。周辺には高
層マンションや高層オフィスが立地しており随所から眺められるものではないが、道路軸上など視
距を確保できる視点場からは色彩・形態の面で周辺地域から突出した特徴的景観を形成している。
“ 環境向上のための施設であることの積極的アピール ”，“ 換気施設としての機能の顕在化 ”“ 煙突
としての機能の明快化 ” という設計者の意図は十分に達成されているものと言える。白色の六角
形断面が対を成して立ち上がる風景は壮観であり、地域の代表景として訪問者の目に留まること
は間違いない。視覚的インパクトを正の評価として積極的に採用する手法の嚆矢となり得るか否
かについて検証するためにも、完成後の事後的評価を今後実施する必要がある。特に、来訪者と
周辺住民との両視点による評価の検証が可能である。このデザインの成功を複数の切り口から確
認することが重要であろう。
　なお、首都高速道路株式会社はこの施設について 2007 年 8 月、一般市民を対象とした現場見学
会を開催した。実際、塔の視覚像の積極的アピールはあるものの、本施設の重要な役割である脱硝，
集塵といった肝心の機能は外観だけからでは判別し難く、景観のみならず機能を含めた実体の公
的認知（Public Awareness）を向上させていくイベントの定期的な開催も必要であると思われる。
デザインが統一されている中落合換気所とも総合的に評価されるべきものであろう。
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2 西新宿換気所
 評価者：福井恒明（国土技術政策総合研究所主任研究官）

→ 51 ページ

　再開発の高層ビル、バス営業所（駐車場）、コンビニ、クリアランスの低い高架橋に囲まれ、ま
ことに景観上の条件の悪い、混乱した都市景観の真ん中にある敷地に設置された換気施設である。
このような条件では、いわゆる修景を行っても周辺環境に良好な影響を与えることは相当困難で
ある。「良好な景観」の手掛りがない中では、見る者に修景の根拠が伝わらないからである。こう
した場合には、周辺のさまざまな要素を調停する緩衝要素となるように、具体的には緑化の印象
を強めるか、自らが空間の中心的要素になるような主張の強いデザインとするかどちらかであろ
う。換気塔において前者を実現するには緑化のための敷地を確保する必要があり、後者を実現す
るには計画段階から力のあるデザイナーを中心とした検討が必須である。
　本換気塔は、東側屋上の緑化（写真参照）、山手通り側の壁面緑化（写真参照）を行っているこ
とから前者の調停系を狙う意図が見られる。その一方で、外装デザインを機械室、管理施設、換
気塔の各部分に分け、磁器タイルの使用やステンレス排水管のていねいな納めなどから、あるレ
ベルのデザインを目指した痕跡がみられる。しかし、それは構造物の骨格決定後に検討された表
層のデザインで、全体の印象を劇的に向上させるほどの効果をあげてはいない。
　本換気塔は構造物の骨格決定後に建築物的な外装をまとい、より後の段階になって屋上や壁面
への緑化を施した、といった経緯で検討され、計画段階からの一貫的な検討はなされなかったこ
とが想像される。結果として、中景域以遠から見た場合には、構造物全体としての印象は社会基
盤一般に見られる武骨な印象、ないしは街中にあるローコスト建築の印象を免れていない。ただ
し山手通りの歩行者の視点（近景で構造物の上部が見えず、低層部の壁面だけが見える状況）に
限れば、一般的なビルと同程度の外装と壁面緑化により、歩行者空間を規定する壁面として、こ
の場所を無意識に通る歩行者にとっては違和感のない状況を作り出す一定の効果はあげていると
思われる。見方を変えれば、コストが限られている中で、歩行者の視点に絞って重点的な修景を図っ
たとも考えられ、設計者の苦心が伺える。
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3 井荻北・井荻南換気所
 評価者：佐々木葉（早稲田大学理工学術院教授）

→ 54 ページ

【存在の意義と意味の明確性】
本換気所は「道路本線が地下トンネルとなり、その真上の両端に換気塔が存在している」という
位置関係がきわめて明快であり、道路が地下化されたことによる環境の向上（地上自動車交通量
の圧倒的な低下と地上部に創出されたグリーンベルト）が周辺住民によく納得されている。こう
した計画レベルによって決定される事項の特質が、換気塔および施設の意義と意味を極めて明快
にしている。したがってそこに出現する構造物は、その意匠が特段人に不快感をあたえることの
ない素直なものである、という条件をみたせばよいと考えられる。

【見られることを意識した意匠表現】
本換気所の意匠は、上記の条件を満たすとともに、都市の構造物として周囲から見られることを
意識した表現となっている。塔の断面分割による表情の変化、無彩色と質感のある仕上げは、周
囲から特段浮くことのない意匠として成功している。施設には建築的意匠が施され、その好みは
別として、見られることを意識した表現という意味で、適切であろう。
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4 北町若木換気所
 評価者：福井恒明（国土技術政策総合研究所主任研究官）

→ 58 ページ

　高層マンション群に囲まれていることで、45m の高さを持つ換気塔のスケール感が相対的に軽
減されている。また、塔としての造形もボリューム感を軽減しつつ破綻無くまとまっており、換
気塔の形状や外装材の検討にデザイナーが入って一体的に検討したことの効果が出ていると考え
られる。ただ、換気塔本体の基本デザイン終了後に検討されたと思われるものについては、本体
のデザインを踏まえた適切な検討がなされたとは思われない。階段、ハシゴ等の付帯設備が無配
慮に付け加えられていること、隣接して設けられた歩道橋との連携不足が残念である。
　初期の橋梁における景観デザインによく見られた例であるが、橋梁本体のみを対象として景観
検討を行うと、排水管、支承点検用歩廊、防音壁などが付加されるにつれて当初の印象が損なわ
れていく。事業段階ごとにその計画・設計業務の範囲内だけで景観検討を行うことの弊害である。
構造物や空間の景観検討では当初から付属物も考慮してデザイン検討・調整をおこなうことは景
観の専門家の間では共通認識になっている。本換気塔もそのことを改めて意識させる事例である。
　特に東武線を跨ぐ横断歩道橋と本換気塔は一連の構造物とするなどの工夫をすべきであった。こ
れが実現すれば、換気塔上部のデザインの成功に加え、換気塔足元の部分についても、大きなスケー
ルからヒューマンスケールへとうまく遷移し、地に足のついた印象を与える納まりのよい構造物
となったものと思われる。
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5 新潟みなとトンネル換気所
 評価者：岡田昌彰（近畿大学理工学部准教授）

→ 70 ページ

　新潟みなとトンネルは、新潟西港の港域である信濃川の河口部を結ぶ沈埋トンネル（全長
1,423m）の両端に施された一対の排気塔である。新潟市中心部の道路交通の円滑化に寄与すべく
2002 年に整備され地域的貢献度もきわめて高く、その社会的意義が市民に対しひろくアピールさ
れてよい事例といえる。
　この両岸に、換気施設と監視室を備えた２基のタワー「入船みなとタワー」「山の下みなとタワー」
があり、それぞれ展望施設として市民に開放されている。後者には港町新潟の歴史が展示されてお
り、また入船タワー隣にある「新潟みなと館」ではトンネル工事や構造の解説・展示がある。そ
れぞれの展望室からは市街地が一望でき、この地域の代表的な自然景観である佐渡島や粟島など
も望むことができる。
　この施設には設計者によって「カップル型ツイン」という考え方が採用されており、四周さま
ざまな方向から眺められることが意図されている。実際、両塔ともに輪郭や分割された段状＋塔
状のボリュームの形成する視覚像が視軸方向によって大胆に変化するよう工夫されており、また
外部景観のみならず両塔に施された地上～４階レベルまでの大階段内部からは対岸の塔とともに
河口付近の特徴的な景観が眺められる。両塔の関係性を視覚的に顕在化することで、トンネルの
存在と両塔の役割が現地で直感的に理解できることも特筆すべき特徴である。
　本件の難点は、都心からのアクセスにある。これだけのデザイン的な工夫を凝らし、しかも信
濃川という地域を代表する河川と日本海の合流地点という絶好の位置にありながら、都心部から
入船・山の下の両岸に通ずる公共交通（路線バス）のバス停からの寂れたアプローチ路には、ホ
スピタリティの極度な欠如を感ぜざるを得ない。少なくとも、この施設の存在を意識したものと
は全くなっていない。
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　このほか新潟市内には、主要ポイントに点在する “ ステーション ” のいずれからでも貸出・返却
のできる「にいがたレンタサイクル」という優れたシステムがあるほか、観光循環バス「ドカベン号」

「犬夜叉号」といった観光客向けの小型ノンステップバスなども運行されているが、いずれにおい
てもコースはおろか案内マップからも本施設は外されている。トンネルには十分な幅員をもつ自
転車道が併設されていることからも、特に前者は惜しまれよう。ランドマークとして整備された
本施設をランドマークとして認知できる範囲にどれだけの人がアクセスできるのかについても再
検討が必要ではないか。
なお、両塔を結ぶトンネル内の歩道（自転車道を兼ねる）には比較的人の流れが見られた。ジョ
ギングやウォーキングを愉しむ年配の方の姿もあり、施設のもつポテンシャルは決して小さくは
ないことを示している。市民のみならず観光客へのアピールとアプローチ路のホスピタリティが
整えば、間違いなく新潟市を代表する観光地，あるいは設計者の言葉通り “ 市民の憩いの場 ” とし
て機能するに違いない。
なお、新潟市内には既に「日本海タワー」という展望施設があるが、これは給水塔に展望機能を
併設した特徴的なものである。既存の土木施設をうまく活用しながら新機能を加えインフラの付
加価値を高める手法としては本施設もこれと同等に評価できるものである。
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6 十条換気所
 評価者：大窪健之（立命館大学 COE 機構教授）

→ 74 ページ

　高速道路のルートが琵琶湖疏水の下を潜らなければならない条件から、山肌から離れた鴨川付
近にその坑口が設定されている。道路面が地表付近に位置し、地下水面も高いため、換気塔につ
いても地下式構造とすることが困難な敷地条件となっているようで、この結果大部分が地上に現
出している。（写真１）周辺は工業系土地利用となっているが、民家やマンションも多く立地して
おり、道路関連施設のボリュームが突出した状況となっている。
　かさ高さを低減するため、換気塔は換気設備や工事情報館と合築されつつも、ボリュームとし
て分割されており、外観は伏見の酒蔵をイメージした配色とされている。（写真２）
　しかしながら、特に高さのある換気塔部分と、実際の酒蔵とのスケール感の相違は大きく、意
匠的な違和感は否めない。酒蔵のイメージを踏襲するのであれば、施設側との一体感を演出する
よりも、換気塔部分だけでも例えば酒造工場の煙突として、数は増やさなければならないだろう
が素直にデザインする方向性もあったのではないだろうか。
　理想的には、山科側と同様に山腹に換気塔を設置して大部分の排気をそこで処理し、平地とな
る坑口側にまで大型の設備が出ないような計画が望ましいが、断面計画や山地にかけられた歴史
的風土保存地区規制の関係で困難も予測される。（写真３）
　いずれにせよ本計画は、周辺環境の緑化、意匠への取り組みという観点から細やかな配慮が見
て取れる（写真４）ものの、高さのある換気塔部分を空へと溶け込ませる（ガラスのような）映
り込みのある素材で仕上げる等、テーマにとらわれないデザイン指針についても考慮される必要
があったのではないかと思われる。

写真 1 　鴨川越しに換気塔を望む 写真 2　酒蔵がイメージされた外観

写真３　換気塔の背後に広がる山並み 写真４ 　基壇部分の緑化
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７ 山科換気所
 評価者：大窪健之（立命館大学 COE 機構教授）

→ 78 ページ

　敷地の特性を活かし、その大部分が地下式となっているため、山を背景にしていても稜線より
も低い高さに換気塔の高さが収まっている。（写真１）これにより山のシルエットが保全され、外
装材も自然なムラのある瓦調のタイルが使用されているため、周辺景観への影響は最小限に留まっ
ている。楕円形断面が採用されており、あわせて縦方向のスリットを施すことで壁面が分割され
ており（写真２）、そのボリューム感を低減することにも配慮がなされている。
　ただ、スリットに関しては、凹ませた部分も同じタイルで仕上げられているため、遠景から見
た場合はその壁面分割効果が十分に活かされていると言えない点が残念である。（写真３）もし凹
みの部分を、暗灰色の縦型アルミルーバー等で仕上げることが出来れば、内部の熱の放熱効果を
高める機能も期待され、凹みの影（奥行き）を強調しつつ機能性も表現できたのではないだろうか。
少なくとも、光沢のない落ち着いた色の大判タイルで仕上げる等により、そのボリューム感の分
割効果をより高めることができたと思われる。
　併せて本線側のトンネル坑口の仕上げについても、脱落の危険から打ち込みタイルは使用できな
いにせよ、換気と同系色の材料で仕上げることが出来れば、換気塔とトンネルとの関連性を、わ
かりやすい意匠として表現できたのではないだろうか。（写真４）
　いずれにせよ本計画は、高さ、仕上げ、意匠への取り組みという観点から細やかな配慮がなさ
れており、秀逸なデザインとなっていると言えよう。

写真 1 　大石神社の奥に換気塔を望む 写真 2　スリットの刻まれた外装

写真３　遠景より見た換気塔のスリット 写真４ 　換気塔とは仕上げの異なる坑口
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８ 風の塔／ 13 号地換気所／千鳥ヶ淵換気所／鍛冶橋換気所
 評価者：曽根真理（国土技術政策総合研究所主任研究官）

→ 94 ／ 90 ／ 87 ページ

●風の塔
【バブル経済期の象徴】
　東京湾横断自動車道の排気のための施設である。“ 海ほたる ” は道路が海の途中でなくなる錯
覚がする不思議な施設だが、この “ 風の塔 ” も “ 海ほたる ” から見ると中々不思議な施設である。
今から考えると想像できないバブル経済期のプロジェクトの象徴である。この道路を造るために、
橋梁、トンネル等の最先端ハード技術に加えて、PFI 技術が初めて導入された。この時の PFI は建
設のみを民間道路会社が行い、財政面のリスクは当時の道路公団が負うという不思議な PFI であっ
た。この象徴的換気塔は 100 年すると歴史的建造物になるはずである。

● 13 号地換気所
【海底トンネルを実感】
　首都高速の湾岸線の１３号埋立地（有明）と大井埠頭を結ぶ東京港トンネルの上部に設置された
換気塔である。浜松町から日の出ふ頭、竹芝ふ頭から出る水上バスのほとんどはレインボーブリッ
ジの下をくぐった後、この二つの換気塔の間を抜ける。
　首都高湾岸線の南側区間開通により東京横浜間の交通状況は大幅に改善された。開通当時、有明
地区は更地が多く、この換気塔と船の科学館が際だって目立っていた。周辺からこの換気塔を見
ると航路を両側から挟むように建っておりこの下にトンネルがあることが容易に想像できる。ト
ンネルは通常その存在を実感することはできないが、この換気塔があるおかげで海底トンネルの
存在を実感できる。
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●千鳥ヶ淵換気所
【換気塔とは気づかない】
　千鳥ヶ淵公園は、桜の季節になるとお花見客でにぎわう。千鳥ヶ淵公園の下には首都高都心環
状線が通っていて、首都高開通以来慢性的渋滞区間である。この換気塔は大きさが小さいため気
をつけないとトイレと勘違いしてしまいそうな施設である。筆者はお花見の時トイレと間違えて
近くに行って入り口を探したことがある。花吹雪もあまりなくて果たしてほんとに換気している
のかと疑ったことがある。存在感を見事に消した換気塔である。

●鍛冶橋換気所
【果たして嫌われているのか】
　東海道新幹線に乗ってすぐに左手に見える構造物である。換気塔の高さは基本的には排気が周辺
の建物にかからないように設置される。この換気塔の場合、設置当初は周辺の建物より高かったが、
現在は周辺にずっと高いビルが建っている。排気が十分に浄化されているためか、隣のビルが煤
けているようには感じない。排気がかかってもビル側は気にしないのではないかと考えてしまう。
また、昼休みになると換気塔の周りのベンチに腰掛けているサラリーマンを見かける。この換気
塔は特に嫌がられていないのではないかと感じる。
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首都高速道路の地下化と換気塔
　首都高速道路の日本橋付近の景観が騒がれて久しい。首都高速道路の多くは江戸城のお堀の上に
高架構造で建設されている。首都高速道路建設以前はこうしたお堀は運河として利用されており物
流の動脈的な役割を果たしていた。首都高速道路の出入り口の多くは必然的に以前船着き場のあっ
た箇所に設置された。舟運の航路の上に道路が建設され、船着き場に出入り口が設置されたことは、
手段が舟からトラックに変わりつつも同じ空間を利用して物流が維持されていると考えることが
できる。こうした地理的な好条件もあって首都高速道路自体は日本の高度成長期の経済発展に大
きく貢献したことは間違いのないところである。こういう意味で商業拠点であった日本橋に首都
高速道路が建設されたのは必然であったともいえる。一方、東京オリンピックに向けて開通時期
が定められた中で、河川空間への建設を選んだことは用地取得の期間短縮に貢献したはずである。
また、当時の逼迫した財政状況にもかかわらず、東海道新幹線、東名・名神高速など巨大プロジェ
クトを同時並行的に推進したことから資金的制約は相当厳しい状況であったはずである。日本橋
を地下化できなかった状況は理解できる。
　一方、当初の首都高速道路の中には、地下構造となった区間もいくつかある。東京駅の八重洲口
の区間がその一つである。東京駅を新幹線で出るとすぐ左側に鍛冶橋換気塔が建っている。換気
塔のデザインを見ると景観上の配慮が十分になされており、地下化による景観保全の効果も大き
い。資金制約がある中でもこの区間を地下道路として計画したことは、新幹線の始発駅前の景観
保全として適切な対応であると評価できる。結果的に、経済発展の象徴的な場所の景観が日本橋
のような歴史的な場所の景観より優先された形となったのは、当時の社会情勢からやむを得なかっ
たと考える。

ここに高架道路があったら
東京駅前としてふさわしかっただろうか
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　もう一つは皇居周辺の内堀通りの区間である。この区間はトンネルであるにもかかわらず勾配
が急で見通しも悪く、交通安全上の配慮よりも、道路の地下化が優先されたように見える。換気
塔も高さが抑えられており、公園の植樹と街路樹に隠れるようにして配置されている。これらは、
皇居周辺の景観維持に貢献するとともに、皇居への見通しがきく場所を作らないという治安維持
上の効果も発揮していると評価できる。結果的に日本橋よりも皇居周辺の地下化が優先されたこ
とも合理的に理解できる。

　首都高速道路の換気塔を見ると、当時から必要な場所では十分な景観上の配慮が行われていた
ことが解る。一方で、当時の成長途上の日本では、東京駅、皇居に匹敵するプライオリティは日
本橋にはなかったのだろう。首都高建設初期の財政状況を考えると、日本橋が地下化されなかっ
たことは止むを得なかったのではないだろうか。日本橋の地下化は日本社会の成熟に伴って発生
したニーズなのだと考える。

ここに高架道路があったら
皇居の景観はどうなっていただろうか
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9 ビッグディグ事業の換気所群
 評価者：佐々木葉（早稲田大学理工学術院教授）

→ 116 ページ

　まず、換気塔のデザインについてコメントする前に、ビッグディグ事業全体についての印象を
述べたい。本事業はその物理的な規模の大きさと予算額において、他に比類のない事業であり、いっ
てみれば「とてもまねのできない」事業であると認識されかねない。確かに日本においてこのよ
うに大規模な事業を行うことのリアリティはあまり高くはないだろう。日本橋上空の高架高速道
路の地下化と比しても、延長距離において約 8 倍という規模である。しかし、様々な前提条件が
異なる事例からも学ぶべきことは見出せるはずである。ビッグディグ事業については、少なくと
も以下の点が注目された。
　まずは、単に道路の地下化ではなく、都市の再開発、再生のための多様な計画との連携が図られ
ていることである。ウォーターフロントへの多様なアクセス確保とウォーターフロント空間自体
の魅力向上、歴史的構造物への配慮、歩行者空間の確保と質の向上、民間事業の活性化、などがビッ
グディグの事業の一環としてまた密接な連携をとって進められている。これによって、ボストン
という都市の都市構造が非常に大きく、しかし歴史性や立地といった基本的特性を生かした形で
変化し、今後も徐々に変化していくであろうことが予想される。
　ついで、事業の進め方については、上記のように極めて多様で複雑な計画のマネジメントが、
非常に重視されていることである。ややもすれば建設行為としての技術や知恵に力点が置かれが
ちであるが、ここではプロジェクトマネジメントといういわばソフトな部分も同様に重視されて
いるように感じられた。膨大な構造物の設計のためのガイドライン作成はその一例であろう。後
述するように換気塔のデザインについてもガイドラインによってそのデザインコンセプトと基本
的形態が方向づけられていることによって、特徴のあるデザイン展開が可能になっている。また、
道路が地下化されたことによって生じたオープンスペースのデザインにおいて、都市構造上重要
度の高い場所には、やはりより優れたランドスケープデザイナーがコンペによって選ばれている、
といった戦略的な仕掛けが見られる。膨大な事業費がかかったとはいえ、その中では、ヴァリュー
エンジニアリング的な考え方によるプロジェクトマネジメントがあったのではないかと思われる。
その詳細は今回の視察では十分把握できなかったが、こうした背景があったうえでの最終的な仕
上がりとしてのデザインであることは、記憶にとどめておく必要があろう。

歴史性にも配慮したウォーターフロント公園 都心の重要な場所の質の高いデザイン



157

　個別の換気塔のデザインについては、大窪氏のコメントによって重要な指摘は網羅されている
と思われる。一部重複する点も含めて以下に列記しておく。
　複数の換気塔に対して感じたことは、アーバンマトリクスとでもよべる都市の主に街路による
骨格構造の秩序と換気塔の位置関係が、その見えの印象に影響を与えている、ということである。
それは大別して、グリッド状の敷地にうまくおさまり、周辺のスケール感もふくめてなじんでい
る場合（事例集の No.3,4,7,8,a,b,）と、空間秩序の変化点に立地しているために目をひきつけや
すい存在となっている場合（事例集の No.1,5,6）である。後者の例のうちの No.7 はスケール感
を抑えることと低層部は周辺の街路方向などにあわせることでバランスをとっている。これに対
して、No.1 と 5 は、周辺街路のアイストップとなる位置に見えることも多く、いやおうなくラン
ドマーク的な存在となっている。しかし上層部に遠方からも識別可能な塔が複数林立することで、
換気塔としての機能を表現し、新たなランドマークとしての定着を図ろうとしているのではない
かと考えられた。

周辺の街路からアイストップの位置になる換気塔

周辺のアーバンマトリクスに収まっている換気塔
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　また低層部の建築的部分については、どちらの場合もアクセントとなる色を使うことによって、
やはりランドマーク性を意識していると思われた。これに対して前者の周辺秩序になじんでいる
ものは、いずれも換気塔であることをあまり感じさせず、特に低層部の建築的部分の意匠は、そ
れぞれ周辺になじんだ素材と構成をとっており、「ブレンドイン（Blend in）」というコンセプトが
体現されている。つまり、表層材や面の分割などの工夫だけでランドマークとしたりなじませた
りすることには限界があり、周辺の空間的な流れに照らしてどのような位置にどのような方向性
をもったものとして換気塔が出現するのかによって、基本的性格が決まるのではないかと思われ
る。日本の都市部においては欧米ほどアーバンマトリクスの秩序が明快でないためこうした考え
方を適用するのは困難であるかもしれないが、換気塔のデザインにおいてはその立地が極めて大
きな影響を与え、その後のデザイン方針を左右するとことは理解しておきたい。
　またいずれの換気塔もプロポーション的に破綻している、という印象は持たなかった。国内に
おいては、プロポーションという概念がまったくもたれていないではないかと思われる事例を多
く目にする。これは、機能的な条件がたまたま幸いしたのかもしれないが、やはり塔部と低層部、
またそれぞれ自体の部分について、プロポーション的なバランスということは考えられているよ
うに思われる。時には必要以上の面を付加してバランスをとることもあるだろうが、基本的には
機械配列の時点でその外形自体がどのような印象を与えるかを考慮して、可能な限り破綻のない
プロポーションに近づける努力は必要であると考えられる。
　その他においては、敷地内に跡付けのように出現する小規模で本体とのデザイン的関連性がな
い要素がほとんど見られないこと、植栽に安易にたよっていないこと、などが注目された。
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■全体概要
・ 景観配慮の主な方針は「周囲の景観要素をブレンドする」こと。形状はプラント設備に忠実な

構成となる。
・ 素材の選定に際して、立地特性が反映されている。
 空港地区＝アルミ、住居地区＝煉瓦タイル、港湾地区＝マリンペイント（灰色）、
 事業地区＝カラーパネル
・ ＲＣ造の基壇部、鉄骨ラーメン構造の中層部、排気塔の林立する上層部という 3 層構造を基本

とし、鉄骨構造部のＰＣパネルの仕上げ、排気塔の外装仕上げによって地域特性を表現（周囲
の景観要素をブレンド）している。

・ プラント構成に従った機能的なデザインが徹底されており、かつ土木的構造物でありながらディ
テールのデザインに細心の注意が払われており、オーバースケールで大味になりがちな換気所
に、繊細なヒューマンスケールを取り込んでいる。

■換気所 No.7（空港近くに立地する換気所）
　空港というメカニカルな地域イメージを反映させ、鉄骨のフレームワークをＨ型のリブを外部に
見せる形で表現しており、細かな陰影によって輪郭をシャープに見せることに成功している。うる
さくなりがちな鉄骨接合部についても、溶接あるいは意匠的なカバーを施すことによって、シンプ
ルに見せる処理がなされている。足下のＲＣ基壇部は、巨大な壁面に人間が近距離で接すること
になるが、壁面に型枠によるリブを細かく配し、照明をスパン毎に設置することで、ヒューマン
なスケール感を演出している。この結果、土木的構造物でありながら “Parker Award for Design 
Excellence” という建築賞を受賞している。
　惜しむらくは、特に中層部のプロポーションが大きいために排気塔のプロポーションが短くな
りすぎている感があり、もう少し地下に本体を沈めることができれば、スレンダーな塔が林立す
る姿を強調することができたのではないだろうか。

 評価者：大窪健之（立命館大学 COE 機構教授）
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10  ホーランドトンネル換気所
 評価者：岡田昌彰（近畿大学理工学部准教授）

→ 128 ページ

　アールデコは２つの世界大戦を挟む 1920-40 年代に、建築のみならずファッションや家具，鉄道車両，
ステージセットなど多岐に渡るデザインに影響を与えているが、ニューヨークにおいても一時は “ 現代 ” の
象徴なるほど、デザイン史上重要な一時代を築いている１）。
　1927 年に竣工したこの換気所の外観には、同時代のデザイン思潮が明快に反映されている。ルーバー
の形状と配列といった全体の形状から管理用入口のディテールに至るまで、典型的なアールデコスタイルに
まとめられている。同様のデザインは 1940 年竣工の NYラガーディア空港ターミナル（現存せず）のファ
サードのほか、入口に幾何学的形態を等比配列する事例は 5th アヴェニュー 261 にある商業建築（Ely 
Jacques Kahn (1884 - 1972)：1920 年代に NY で活躍した商業建築家）による）などにも見られる。
マンハッタン地区にはクライスラービルディング（1930）やアーヴィントラストビル（1932）など同デザイ
ンの大規模建築が随所に見られるが、この換気所はこれら摩天楼の集積地区からは５km ほど離れており、
ボストンのような周辺環境への Blend-in 策というよりもむしろ竣工当時のデザイン思潮の積極的な反映と
捉えるのが妥当であると考えられる。
　竣工後 80 年ほどを経過しなおかつ強い存在感を示していることから、地域住民には何らかの愛着がも
たれて然るべき構造物であるが、ニュージャージー側には近年新たな住宅開発が進められており、新住
民にとっては単なる迷惑施設との認識のほうがが強いと管理者は認識している。
　なお、この換気塔はアメリカ土木学会（American Society of Civil Engineers）が 1964 年から継
続している“ 歴史的土木ランドマーク（historic civil engineering landmarks）” にも認定されており２）、
土木遺産としての一定の評価を受けている。この制度では一般大衆への認知度促進もその目的として掲げ
られており補注、認定 15 年を経た現在その効果がある程度現出してきているものと期待される。今回得た
負のイメージは単に管理者の実感としてヒアリングできたにすぎず、その実態は社会調査などによって明確
に把握する必要があろう。既存構造物周辺に新たな地域コミュニティが生成した場合の景観評価という課
題をも浮かび上がらせる重要な事例であるといえる。
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【参考文献】
１）David Garrard Lowe (2004)Art Deco New York, Watson-Guptill Pubns
２）American Society of Civil Engineers 公式 HP：
http://content.asce.org/history/ce_landmarks.html（2008 年２月現在）

【補注】
歴史的土木ランドマーク制度は、歴史的に重要な地域的，国家的，あるいは国際的な土木プロジェクト，構造物，
敷地に対して行われている。制度の目的としては、①土木技術者に対する、自身の歴史及び遺産に対する関
心の向上，②米国及び世界の発展への土木技術者の貢献に対する公的評価の向上，③米国及び他国の発展及
び土木技術者の職能に対し顕著な貢献をした歴史的土木構造物の明確化と認定，④適切かつ実施可能な場所
での、重要な歴史的土木構造物の保存促進，⑤工学部の学生，プロの作家，研究者，及び歴史家の使用する
歴史的土木ランドマークのアーカイブの作成，及び⑥一般大衆が用いる百科事典，ガイドブック，地図など
における、歴史的土木ランドマークの関連情報の掲載促進　が掲げられている。
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あとがき

　本資料は、換気塔の景観形成を推進することを目的とし、主に「大
規模隧道付随構造物の景観設計手法検討業務」（平成 18 年度）
ならびに「隧道換気塔の景観形成・保全に関する調査業務」（平
成 19 年度）の成果を取りまとめたものです。
　本資料の取りまとめにあたっては、「換気塔の景観検討勉強会」
の佐々木葉座長、有田智一委員、大窪健之委員、岡田昌彰委員
に貴重なご意見を頂きました。また、事例収集及び現地調査にあた
り、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、名古屋高
速道路公社、東京都、新潟市、財団法人道路環境研究所、The 

Port Authority of New York and New Jersey、Persons Brickerhoff 

Quade & Douglas社、KINTETSU INTERNATIONAL EXPRESS 

USA社、WORLDWIDE PLANNING SERVICE社、M&W 

INTERNATIONAL社にご協力頂きました。ここに深く感謝の意を表
します。
　また、株式会社長大の菅野敬紀さん、松井基芳さん、渋井淳一
さんには、本資料の取りまとめにあたりひとかたならぬご支援を頂き
ました。この場を借りまして心から感謝の意を表します。
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