
日本橋に空を取り戻すことが

地下化と一体でなければ

東京の街づくりは成立しないのか
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内包される問題点を掘り起こす
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地下化検討会が推進する行政関係者
だけで構成され、客観的な評価をする
メンバーが不在で良いのだろうか？
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既設高架路線

既設地下路線

国交省発表撤去路線

撤去後新設地下路線

首都高速道路 撤去対象位置図
2017.07.25

資料作成 建築家・都市環境プランナー 阿部 彰

竹橋

江戸橋

入谷

７月２１日に発表された赤線部分の地下化に数千億円の工事費が試算されています。
都心環状線の全てを地下化するとその１０倍を超える費用が掛かると言われ、その
メンテナンス費用を含めるとさらに莫大な費用が必要になります。



2017.07.25

資料作成 建築家・都市環境プランナー 阿部 彰河川上空に高架した首都高速道路 路線図

継続使用高架路線

継続使用地下路線

撤去路線

一般使用地下路線

元・水路等に構築した路線

東池袋

入谷
向島

錦糸町

箱崎

外苑

高樹町

目黒 浜崎橋

上図に示す高架道路等の撤去に掛かる
費用は日本橋部分の地下化工事費用と
同等程度であるとの試算もある。

５号池袋線

６号向島線

４号新宿線

中央環状線

３号渋谷線

１号上野線

７号小松川線

９号深川線都心環状線会社線

１号羽田線２号目黒線

八重洲線



地下部分と高架道路につながる地上の結節部分
資料作成 建築家・都市環境プランナー 阿部 彰

常盤橋再開発

日本橋一丁目中地区再開発

大手町合同庁舎・気象庁

八重洲線地下ランプ分岐

日本橋一丁目東地区再開発

日本橋一丁目1.2番地区再開発

八重洲一丁目北地区再開発

大手町二丁目再開発

丸紅本社建て替え



日本橋上空高速道路撤去により発生する諸条件
《 江戸橋ジャンクション 》

◆ 黄色で示す線形では複数の現存建物を撤去しても
地下から地上に上がる道路勾配が成立しない。
竹橋〜日本橋〜箱崎のルートがなくなることか？
（中央環状線に役割を委ねる）

◆ 上野線は全面廃止とする

ケーススタディ − 江戸橋ジャンクション側 新設地下道路と既設道路を結ぶ考え方

2017.07.25

資料作成 建築家・都市環境プランナー 阿部 彰

地下から高架道路への道路勾配が成立しない



日本橋上空高速道路撤去により発生する諸条件
《 竹橋ジャンクション〜神田橋 》

◆ 日本橋から撤去した地下部は神田橋手前で
八重洲線地下通路と江戸橋側は楓川通路で結ぶ

◆ 八重洲線の活用により、会社線を活かす
◆ 竹橋〜日本橋〜箱崎のルートがなくなる
（３・４・５号線と湾岸線を結ぶルートは

中央環状線に役割を委ねる）
◆ 竹橋に近い位置で地下からの構造体が出現する

と都市景観上大きなダメージを与えることにな
り、神田橋から竹橋までは既設の高架道路が残
した方がベター？

ケーススタディ − 竹橋ジャンクション側 地下道から地上高架道路に結ぶ考え方

2017.07.25

資料作成 建築家・都市環境プランナー 阿部 彰

八重洲線に結びつける方法の場合は
大手町から竹橋の間は現状のまま



ルート断面図

地下鉄の上を通るか下を通るか、
容易ではない

通過する深さの選択と道路勾配
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人口減少社会を迎えて
「使えるだけ使った上で、いよいよ使えなくなって考える」と
いうのではなく「撤去の可能性」を視野に入れて、検討すべき

首都高速の再生は影響が大きく、負担のあり方も含め
国民的な議論を経ることが必要



首都高速都心環状線の
高架道路を一部撤去し
日本橋に空を取り戻し
その部分を地下化する
ことにより起こる問題

継続使用の首都高速道路

実線は高架構築
点線は地下構築
日本橋部分の撤去する高架道路

日本橋部分の計画地下道

国交省の有識者会議が
２０１２年に提案した
新都心環状線（地下道）
外堀通り・昭和通り案

竹橋

江戸橋日本橋

皇居

霞ヶ関

秋葉原

御茶ノ水

飯田橋

市ヶ谷

四谷

赤坂見附

溜池

数寄屋橋

東京駅

京橋

箱崎

大手町

丸の内

銀座

新環状地下高速道路案

首都高速環状線の竹橋と江戸
橋間の高架道路を撤去し、こ
の部分を地下化すると竹橋と
江戸橋付近で地下から既存の
高架道路に結ぶために、巨大
な斜め方向の道路構造物が出
現する恐れがある。
その構築物の景観は「日本橋
だけに空を取り戻す」代償と
しては余りにも大きい。
２０１２年国交省有識者会議
では赤い点線で示すような外
堀通りに沿った地下トンネル
型の新都心環状線を提案して
おり、既存の路線との繋がる
可能性について検討を加えて
図面化した案である。

2017.9.4 原案作成 阿部彰
（建築家・都市環境プランナー）

まちふねみらい塾

２０１２年国交省有識者
会議が提言した考え方を
基に外堀通りと昭和通り
に、地下道路を構築する
新都心環状線

撤去可能な都心環状線

２０１２年の有識者会議によると、都心環状線の撤去と
地下化は別物と考え、環状線が必要な場合は

環状２号線と昭和通りの地下に建設すると良いとする
特に昭和通りは、現アンダーパスを地下道にすると合理的



首都高速移設のプロジェクトは
日本橋地域のエゴにならない
ようにすることが重要



２０１５年３月
中央環状線山手トンネルの
渋谷線〜湾岸線が開通して
全通すると、都心部の渋滞・
混雑が４０％減少する試算を
発表していたが・・・・・



都心環状線負担軽減のための首都圏の高速道路整備

２０１５年３月 山手トンネルと湾岸線が結ばれた

２０１７年３月 横羽線と第三京浜が結ばれ、将来東名まで延伸

外環道が中央高速と東名高速に結ばれるーー日程未定

２０１７年４月 首都高速道路 新たな料金制度導入

２０１９年 中央環状線と小松川線が結ばれる予定

圏央道の埼玉県部分が整備されて、都心の交通に変化が出ている

２０１８年６月 外環道（三郷〜市川） 開通予定



首都圏通過に際し新料金制度の
導入で、都心通過は１１％の減少





日本橋川河岸の航空写真 １９５５年頃

日本橋川河岸の航空写真 ２０１２年頃
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