
スイス、ドイツ、オーストリアの旅 

 

ヨーロッパの住宅事情 2014 

 

いろいろな人からヨーロッパの住宅は進んでいると聞いていたので、一度行って見てみた

いと思っていたところ、長土居さんからヨーロッパ研修ツアーのお誘いがあったので参加

した。ヨーロッパは初めてだ。この研修旅行はほとんど観光の要素がなく、ものすごく中

身の濃い研修だった。全てをお伝えすることはできないが、少しでも紹介したいと思う。 

 

さて、スイスは九州ほどの広さの国で人口は約 800万人、ヨーロッパのほぼ真ん中に位置

し、北はドイツ、西はフランス、南はイタリア、東はオーストリアと小国リヒテンシュタ

インに国境を接している。 

気候のデータを見ると、チューリッヒやベルリンの年間平均気温は、盛岡とほぼ同じであ

るが、盛岡は冬が寒くて夏は暑いようだ。暖房負荷はほぼ同等と思われる。それに比べて

東京はやはり温暖である。 

3月初旬だったので寒いのを覚悟していたが、行ったら暖かいので驚いた。北上市はまだ雪

があったのに、スイスにはまったく雪がない。聞くところによると、今年は暖冬で 11月に

雪が降ってからまとまった雪がなく、2月から牧草地が青々としてきたという。 

 

 

 

 

 

 

 

街の印象：チューリッヒ 

3月 5日 11時に成田を発ち、同日 16時頃チューリッヒに着く。実際は 13時間かかっ

ているのだが、時差が 8時間あるためである。 

チューリッヒはスイス最大の街で、金融の街としても知られる。 

チューリッヒ空港に着いて気づくのは、空港や駅のデザインのスマートさ。統一感があり、

日本のように雑然とした感じがない。 

一方、街に出ると古くて伝統的な様式の建物が立ち並んでいる。もちろん高層建築は全く

見られない。新しい建物もあるはずなのだが、街の景観に馴染んでわかりにくい。古くて

美しい町並みを守っていこうという姿勢が伺われた。それにしても、街の景色には心を奪

われる。街を歩いていて楽しく、うきうきしてくるのだ。おかげで夜のチューリッヒでみ

んなとはぐれて迷子になってしまったこともあった。迷惑おじさんである。 

  1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 平均 

Zurich 0.3 1.3 5.1 8.1 12.8 15.6 18.0 17.7 14.0 9.3 4.1 1.5 9.0 

Berlin 0.8 1.5 4.9 8.7 14.2 17.2 19.2 18.8 14.5 9.6 4.9 2 9.7 

Morioka -2.1 -1.6 1.8 8.4 13.8 18.2 21.8 23.2 18.3 11.8 5.7 0.8 10 

Tokyo 5.8 6.1 8.9 14.4 18.7 21.8 25.4 27.1 23.5 18.2 13 8.4 15.9 

 



 

チューリッヒの空港と駅 

 

チューリッヒ駅舎と街並み 

 

 

チューリッヒの街並み 



街の印象：ゴッソウ 

ゴッソウはチューリッヒから西へ列車で約 1時間。オーストリア国境に近い小さな町であ

る。研修初日に泊まったゴッソウの宿は、年代を感じさせる建物だった。 

宿の人に聞くと、なんと築 400年ということである。400年前というと、大阪夏の陣・

冬の陣の時代ではないか！徳川家康や真田幸村が生きていた時代。そんな古い建物が特別

扱いされずに宿として普通に使われているとは！  

しかも断熱改修されていて、パネルヒーターが部屋に 1台で熱くも寒くもなく実に快適だ

った。 

 

宿の外観と内装 ： 外壁が垂直ではなく、ややうねっている。内部も同様。 

 

宿の内装 ： ホールは古さを感じるが、宿の部屋はごく普通に改修されていた。窓下の

パネルヒーター1台で室内はほぼ 20℃で快適である。 

  



ゴッソウの朝 

夜 8時にベッドに入った瞬間深い眠りについたが、夜中の 12時にぱっちり目が覚めて全

然眠れない。時差ボケだろう。夜中、教会の鐘が鳴り響く。6時頃、明るくなってきたので

町の散策に出かけた。 

 

 

 

きれいな街並みである。電柱がない。看板がない。もちろんゴミなんか落ちてない。統一

感のあるデザインの建物が整然と並んでいる。 

町を歩いていて気づいたのだが、日本のように新しいけど安っぽい建物が見当たらない。 

伝統的な街並みを守っていこうとする意志と、古い建物を大切にする気持ちがうかがい知

れた。日本では、建物のスクラップ＆ビルドが今日までの経済成長の源だった。20～30

年すると建物の価値がほとんどゼロになり、建て直すのが当たり前。それは、資源とエネ

ルギーと資産の大いなる浪費だった。日本もそのことに気づき、変革させるための政策を

取りつつあるのだが・・。 

  

町の人達は、朝散歩している外国人（私のこと）に挨拶してくれる。横断歩道を渡ろうと

立っていると、おどろいたことに車は例外なく止まってくれる。マナーがよく、規則をよ

く守る国民性なのだろう。だらしない服装や、明らかに安っぽい服装の人も見かけること

もなく、生活の豊かさや美意識が高い国民性をうかがえた。  



レーマン社（スイス ゴッソウ） 

 

研修初日の見学。 

木材加工会社である。従業員約 200名。主に木質パネルとフリーフォーム（3次元の木造

軸組）の加工を行う。原木から製品になるのは約 50％で、その他の部分の樹皮や端材やお

がくずをチップやペレット、ブリケットなどに加工している。ペレットなどにもならない

ものは、工場内のボイラーで燃やして発電を行い、熱は木材の乾燥や暖房の熱源にする。

無駄が全くない。木材資源を 100％有効利用している。 

ヨーロッパの木造建物は、パネル工法が主流のようだ。戸建住宅はもちろん、集合住宅や

学校、公共施設、4階建て 60室のホテルなどの実績がある。工場でツーバイ工法のような

パネルをつくり、現場ではクレーンで吊り上げて組み立てていく。断熱材や気密シートは

もちろん、時にはサッシや電気配線、設備配管、内外装の仕上げまでつくり込むという。

見学したときにつくっていたパネルの断熱材の厚みは 200mm あった。その後のいろいろ

な話から、200mmという厚みは新築の建物の最低基準のようだ。 

 

  

巨大なレーマン社の工場建屋  

 

  

パネル工場 



レーマン社では普通の直線的な軸組加工はもちろん行なっているが、フリーフォームの工

場で曲線的な 3次元加工も行っている。フリーフォームというのは、大断面の集成材を 3

次元加工してつくる新しい分野の建築である。大断面の集成材と、CADCAMによる木材

加工技術、構造解析、新しい発想によるデザインなどがマッチングして初めて可能になっ

た。世界的に有名な日本の建築家「坂茂」の作品、例えば韓国のゴルフクラブハウスなど

はこの工場で構造材が加工された。オメガやスゥオッチ、ロンジンの工場の構造材の加工

も行ったという。工場内の事務所にフリーフォームのデジタルデータを作成する部所があ

り、学生のような若い女性スタッフがパソコンを操作するのを見せてくれた。 

「新しい建築により、木という素材が新ためて注目されている。創造性とハイテク技術も

必要だが、職人的な技術も必要だ。」というレーマン社社長の言葉が印象的だった。 

 

 

坂茂の作品 韓国のゴルフクラブハウス 

 

  

フリーフォームの工場 

  



クルムバッハ村の村おこし（オーストリア） 

 

クルムバッハ村はパッシブハウスで村おこしを行なっていた。興味深いことである。 

クルムバッハ村は、街らしい街がない山間部の小さな村である。山に囲まれ牧草地がとこ

ろどころに広がり、農業と林業が主な産業のようだ。岩手でいうと湯田、沢内に似ている。 

1999年にヘルマンカウフマンの設計による村の複合施設を完成させた。スーパーと銀行、

カフェ、集合住宅が雑居する。パッシブハウスまではいかないが、低エネルギー基準でつ

くられた。この建物の評判がよく、続いて 2002年に 1960年築の役場の断熱改修を行っ

た。これもカウフマン設計である。その後、パッシブハウス基準で集合住宅 2棟を完成さ

せ、学校の断熱改修も行った。現在集合住宅を新築中であり、その後は学校の体育館の断

熱改修を予定している。 

これらの建物は、村の利便性を考えて役場周辺に建設されている。村の人はここに来れば

ほとんどの用事を済ませることができる。 

2013年秋に完成したばかりの多目的ホールを見学した。カウフマン設計。 

パッシブハウスである。木材は村で産するモミ、オーク、トウヒなどが使われている。 

 

多目的ホール外観 

サッシはクリプトンガス入 3層ガラスの木製サッシ。 

暖房は地域暖房による温水暖房。役場の地下にチップを燃料とするボイラーがあり、温水

を供給している。温水温度は 36℃。建物性能がよいので、あまりエネルギーを使わないで

すんでいるという。 



  

多目的ホール 床材はオーク、壁と天井はモミ。案内者は「床材は塗装など仕上げを全く

していないが、キズやシミが味になってきた。」と自慢気に語った。はだしで歩きたいぐら

いの床だが、ヨーロッパなので基本的に土足。モミは森林の約 65%を占めるという。 

  

楽団の練習場と図書館 

   

 



   

案内してくれた役場の担当者    バス停 かっこよすぎます 

 

  

集合住宅建設現場        1999年新築の村の複合施設 手前は役場 

パネルの厚みは推定 30cm 以上はある。   

 

次にパッシブハウスで建設した集合住宅を見学させていただいた。 

一戸あたり床面積は約 100m2。断熱の厚みは 40cm。クリプトンガス入りの 3層ガラス

木製サッシ。 

屋根には一体型の太陽光発電が設置してある。暖房は、地域暖房（ペレット燃料）により

温水を引き込み、建物コアにある浴室（洗面、トイレ）のみ床暖がある。他の部屋は暖房

なし。換気はもちろん熱交換換気で、換気の熱回収だけで住居全体が暖まる。温水で暖め

る換気暖房がついているが、使ったことがないという。 



  

     バス停の近くにある集合住宅          伝統的な木の外壁 

 

  

       木製サッシ                キッチン 

クリプトンガス入 3層ガラス         

 

  

ペットのネコが外からのぞいています。    ご夫婦が住んでいた農家の写真 



住人のご夫婦は、以前は大きな農家に住んでいたが、高齢のために集合住宅に引っ越して

きた。「引っ越して一番良かったことは」の質問に「快適に暮らせるようになったこと。」

などの答えを予想したが、「家事が圧倒的に楽になったことと、買い物などの用事が歩いて

すませられるようになったこと」と奥様が答え、一同納得。 

「光熱費は安くなりましたか」の質問には、「以前は自分の山から薪を切り出して使ってい

たのでタダだったが、すごい労力だった。」とご主人が答えてくれた。 

ご自宅の案内の後、この地方の伝統的なお菓子（クッキーにチョレートをからめたもの）

とレモン水をごちそうになりました。ほんとうに親切にもてなしてくれました。ありがと

うございました。 

  

ごちそうになったお菓子        エントランスにある太陽光のモニター 

 

  

地域暖房用のペレットボイラー        断熱改修済みの学校 

230kW の能力がある。 

バッファタンクの増設計画中とのこと。 

  



ソーラーコンプレックス社（ドイツ ジンゲン市） 

 

ドイツで再生可能エネルギー事業を軌道にのせた、最も注目される企業である。代表のミ

ュラー氏は来日して日本各地を廻り、岩手大の復興祈念銀河ホールでも公演を行っている。 

 

2000年に市民によりワークショップが行われ、持続可能な社会の実現のためにどうした

らよいのかを話し合った。そのときのメンバー20人が出資し、世界的な気候学者 3名が科

学顧問となり、活動がスタートした。わずか 37,000ユーロ（約 500万円）の資本金で

始まり、初年度は18kWの太陽光発電を設置したのみであったが、2011年は1年で6MW

（ﾒｶﾞﾜｯﾄ）の太陽光を設置するまでになった。出資者は 1000人となり、投資額は 1億ユ

ーロ、2003年から黒字を続け、2004年からは配当を継続している。現在は、小水力、

風力、バイオマス、省エネ改修までの事業を展開している。 

 

基本的な方針は以下の 3つである。１）話すだけはやめよう。企業として具体的に立ち上

げる。２）市民参加型の事業とする。そのため誰でも参加できるようハードルをできるだ

け下げる。３）出資した人達に実際に目で見て確かめてもらうため、地域限定で活動する。 

 

  

ソーラーコンプレックス社           ジンゲン市の教会 

 

ドイツでは 2011年フクシマの事故を受け、2022年までに原発の稼働を停止することが

決まっている。また、2000年に再生可能エネルギー法が施行された。その後、再生可能

エネルギーの発電量は 1998年度 5％だったのが、2012年には 25％まで増えている。

内訳は風力、バイオマス、太陽光、水力の順である。水力は過去 14年間ほとんど増減なく、

他が増加している。 

 



そして再生可能エネルギーの出資者の約半数が市民や農家である。これはドイツの再生可

能エネルギーが、大資本ではなく、市民の手で増えてきたことを意味する。 

 

さて、マインハイム村の再生可能エネルギーの取り組みの事例をみてみよう。 

マンハイム村では村のはずれにバイオガスとペレットを利用した発電と熱供給設備を導入

した。この事業により、村に新たな産業（熱供給と発電）が生まれ、雇用が創出された。 

 

 

  

 

以前は 30万 Lの石油を 20万ユーロで購入し、50万 kW の電力を 10万ユーロで購入し

ていたが、村の運搬業者にわずかに 6000ユーロ残るだけだった。 

 

  

事業を開始してからは、熱供給で村に 5万ユーロの熱を売り、発電で村に 15万ユーロの

電気を売った。木材チップとエネルギー作物は村の新たな収入源となり、それぞれ 2万ユ

ーロと 22万ユーロである。村外への売電は 400 万 kW で 60万ユーロの収入になった。 

すなわち、いままでエネルギーに対して一方的に支払っていたお金が、再生可能エネルギ

ーの事業を村で行うことで村にお金がまわり、雇用が発生したのである。 

 



これはドイツの国全体でも言えることである。 

将来、化石燃料の需要は新興国の旺盛な消費で増加の一途をたどるが、資源は枯渇しつつ

あり、価格は上昇し続ける。過去 10年で石油の価格は 2倍になっている。 

タンカーで石油を輸入すると帰りのタンカーの中は空になっていると思ってはいけない。

莫大なお金が積まれているのだ。そのお金で産油国はこれからも繁栄を続ける。 

 

  

 

再生可能エネルギーのポテンシャルを考えると、日本はドイツより条件が良い。 

日射量はドイツの 1000kw/hr・㎡に比べて日本は 1500 kw/hr・㎡である。 

（日本は南北に長くて地域によって差があるが・・） 

風力、水力、地熱、バイオマスについてもドイツより資源が豊富と思われる。 

問題は技術的なことではない。 

政治的な枠組み、地域での活動、要はやるかやらないかである。 

  



ソーラコンプレックス社屋の断熱改修 

 

1962年築の 60年前の古いビルである。断熱対策は全くなかった。 

以下の工事を行った。 

 

１）躯体断熱  セルロースファイバー30cm 

２）サッシ全交換  クリプトンガス入 3層ガラス 

３）暖房システム交換 

４）5万 Lの灯油タンク撤去  蓄熱タンクとして再利用できなかったので 

５）5万リッターの蓄熱タンク設置 

６）熱交換換気設備の設置 

７）太陽光発電の設置 全部で 80kW 

 

  

屋根の太陽光パネルと壁面の太陽光パネル 

南面に向けて最大発電量をねらうのではなく、日中平均して発電することをねらっていた。 

というのはドイツでは売電価格より買電価格が高くなっているため、売電よりも、自家消

費して電気を買わないほうがメリットが大きいのである。 

  



エンゲン市のパッシブハウス分譲地 

 

13棟 15世帯のパッシブハウス分譲地。 

パッシブハウスなので暖房消費が 15kW/㎡ K以下である。 

壁の断熱厚が 38cm、サッシはクリプトンガス入 3層ガラス。 

暖房はペレットによる地域暖房になっていて、歩道の下に温水の配管が敷設してある。 

ペレットは再生可能エネルギーであり、製材所の端材から製造される。州の法律で、新築

ではエネルギーの 15％を再生可能エネルギーで賄うように決められている。 

 

  

ペレットボイラーによる地域暖房の設備 

奥に見えるタンクにペレット 5.5トンを貯蔵し、13棟 15世帯分の 1年間の給湯と暖房 

エネルギーをまかなうことができる。能力は 32kW/h である。 

 

 

各家に太陽熱温水パネル６㎡と、太陽光発電設備が設置してある。太陽熱温水パネルは、

暖房給湯の約半分をまかなう。 

200Lのバッファタンクが各戸にあって、太陽熱温水器の熱や地域暖房の熱が蓄熱される。 



 

 

 

 

 

 

 

 

長屋形式の建物の屋根の上には 18kwの太陽光パネルが設置されているが、これはこの建 

物で消費されるエネルギーの 2倍のエネルギーを生産する。 

 

 

  

南面に大きな開口部があり、日射取得が十分考慮されている。 

日射遮蔽は、庇や、オーニング、外部ブラインドなどで行なっている。 

太陽熱温水器のパネルが、庇を兼ねて設置されている事例もあった。太陽光パネルの設置 

スペースを確保するためと思われる。 

 

   

 

移動中に見つけたドイツの

カラオケハウス？ 



ベネ ミュラー邸の改修事例 

 

築 200年の農家だった妻の家族の建物を譲り受け、少しずつ改修した。 

外張りでセルロース 30cm 断熱。サッシはクリプトン 3層ガラスの木製サッシに全交換。 

できるだけ再生可能エネルギーを利用できるようにした。 

2001年に京セラ製の太陽光パネルを設置した。当時は売電価格が高かったので全量売電 

の契約である。2年前に追加設置したが、今は買電のほうが高いので、後付のものは自給用 

である。 

太陽熱パネルは 15年前に設置した。冬の熱取得が最大になるように傾斜を 60°にしてあ 

る。 

 

 

バッテリーを地下室に設置してあるが実験用で、あまり実用的ではない。 

容量は電池 2個で 5kWあるが、鉛蓄電池なのでその半分しか使えない。2.5kW だと、夏 

の夜の 2～3日しか持たない。これでも 600ユーロ（約 84万円）かかった。 

例えば三菱の電気自動車アイミーブは 20kW の電池容量がある。その活用を考えたほうが 

いいかもしれない。 

オフグリッドとは、外部からエネルギーの供給を受けずに自給自足できる建物のことであ

るが、バッテリーなどの資材に資源とエネルギーがかかりすぎる。エネルギー的にはかえ

ってマイナスになり、価値があるとは思えない。 

 

 

 



  

地下室に設置した蓄電池             秘蔵のワイン 

 

 

ミュラー氏のお宅で説明を受ける一行 

 



   

 

ご自宅のコアの部分に、この住宅の設備の心臓部分がある。 

赤色のタンクがそれではない。このタンクは単なる膨張タンクである。赤色タンクの右に 

ある分厚い断熱材に囲まれた 7000Lのタンクがそれだ。 

このタンクは 1階の床を貫いて地下室の床に設置されている。 

本当はもっと大きなタンクにしたかったそうだが、この建物に搬入できるのはこれが限界 

だったという。 

このタンクは蓄熱タンクである。太陽熱パネルでつくった熱を貯める。秋には 7000Lの 

タンクに 85℃の温水が満タンになる。11～12月頃まではこれで暖房給湯をまかなえる。 

もっと大きなタンクにして春まで使えるようにするのが妻の希望だった。 

 

  

記念撮影に応じてくれた夫妻           「生麺」  

 

続く・・・・・ 


