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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
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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


