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エネルギーヴェンデと共に歩むドイツの建築・都市
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1. イントロダクション
2012年4月、私はドイツの首都ベルリンに移り住
んだ。エネルギーを中心に社会変革を進めていると
いうドイツで、建築設計や街づくりに携わりたいと
いう思いからだ。それ以前は日本の建設会社に勤務
しており、ドイツに関して詳しい知識を持っている
わけではなかった。ただエネルギー転換を進めるた
めには、単に電力の問題だけでなく建築や街づくり
も変わっていかざるを得ないであろうという確信は
もっていた。そんな思いだけでドイツ語が話せない
私を、ベルリンの設計事務所が雇ってくれたことは
幸運としかいいようがなかった。
ドイツというと再生可能エネルギーの推進や脱原
発、環境建築といったキーワードでとりあげられる
機会が多い。しかし実際に現地に住み、設計事務所
に勤務する中で経験したことは、各分野の政策や取
り組みは個別に進められているものではなく、エネ
ルギーヴェンデ(Energiewende:エネルギー大転換)
という社会全体の変革に沿って進められているとい
うことだった。
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2. エネルギーヴェンデ（Energiewende:エネルギ
ー大転換）
エネルギーヴェンデとは、2010年にドイツ政府
が策定した「エネルギー構想(Energiekonzept)」に
基づく、2050年に目指すべき社会への道のりのこ
とである。その目標は2050年までにCO2排出量を
最大95％削減する「脱化石社会」の実現である。
そしてその為に、消費電力の80％を再生可能エネ

ルギーで賄うのだという。日本でも大きく報道され
た2022年までの脱原発というのは、実はこのプロ
セスの一部でしかない。むしろその本質は、エネル
ギー問題を軸に新しい社会づくりをしていく点にあ
る。正直に言うと、私自身このような大きな変革は
理想論や夢物語ではないかと心のどこかで思ってい
た。しかしそれは、いずれどの国も直面するであろ
う気候変動対策の強化とエネルギー価格の高騰とい
う問題に、現実的に向き合い選択された道であると
いうことが理解できた。エネルギーヴェンデは、人
口減少社会における地域経済の活性化や、各産業の
国際競争力を高めるための経済政策でもあるのだ。
だからこそ単に掛け声でなく、そのロードマップに
は現時点で考え得る具体的な数値目標や方法論が示
されている。
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3. エネルギーヴェンデの4つの柱
・建築スケール
社会全体の約3割を占める、建物で消費されるエネ
ルギーの削減。
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・都市スケール
高効率なコジェネレーション(熱電併給)と地域暖房
の推進。
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・交通機関スケール
排熱が多く、エネルギー変換効率の低いガソリン・
ディーゼル自動車の削減。
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・発電所スケール
一般的に熱効率が30~40%と低い、火力・原子力発
電所の削減と再生可能エネルギーの推進。
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ドイツでは各分野での取り組みを一体的に計画・
推進することで、社会に必要なエネルギー供給量
(一次エネルギー換算※1)を毎年約2％ずつ減らし、
2050年までに現在のエネルギー消費量の半減と消
費電力の80％を再生可能エネルギーで賄うことを
計画している。※1 一次エネルギー:自然から採取
されたままの物質を源としたエネルギー。大辞林

省エネスペックにするだけでは、建設分野全体での
省エネ効果は非常に小さいからだ。むしろ既存建物
の省エネ改修は確実にエネルギー消費量の削減にな
るが、新築の建設はいかに省エネ性能が高くとも、
完全にゼロでない限りは社会全体のエネルギー消費
量を増加させるという事実を忘れてはならない。
既存建築物と新築の住宅戸数(1999年以降)
(Statistisches Bundesamt)
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4.1 建築スケール：建物の省エネ化＝熱消費の削減
建築物の「省エネ化」は、日本でも積極的に取り
組まれている。しかしエネルギーを「熱エネルギ
ー」と「電気」のふたつに分けて考えると、ドイツ
の省エネの特徴は熱エネルギーの削減を第一にして
いる点と、その義務基準の高さにある。一方日本
は、優れた省エネ家電に代表されるように電気に対
する省エネ意識が高いといえるだろう。この違いは
ドイツが寒冷地であることや、温水を用いた暖房設
備が広く普及していることなどに由来していると考
えられる。
ドイツでの、社会のエネルギー消費の約6割は熱
エネルギーである。さらに家庭部門のエネルギー消
費の8割以上が熱エネルギーであり、家電や照明の
エネルギー消費量の5倍以上にもなる。実は日本で
も家庭でのエネルギー消費の約6割を熱エネルギー
が占めるため、今後はその削減により高い関心が払
われていくべきだろう。意外なことにドイツの再生
可能エネルギーの推進は、この熱エネルギー消費の
削減より優先順位が低い。なぜなら2050年のある
べき社会像は、現時点のエネルギー消費量の半分で
成立することを前提としているか
らだ。
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そのため毎年既存ストックの約1%、40~50万戸が
省エネ改修されている。さらに今後、その3倍の約
3%(約120万戸)を毎年改修していくことが議論され
ている。私が担当した集合住宅の物件も既存建物を
改修しつつ、新築を併設させるというものだった。
その既存部分は100年近く前の建物で、これを残す
のかと目を疑うほど傷んだ建物だった。

ドイツの家庭での消費エネルギー割合
(Bundesministerium für Wirtschaft und Energie)

4.2 既存建物の省エネ改修が第一
ドイツには2014年現在、約4100万戸の既存建築
物があり、新築は年間約14万戸程度しかない。そ
のため既存建築物の省エネ改修こそが効果的な消費
エネルギーの削減となる。数の少ない新築を最新の

改修を担当した既存建物の外観
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省エネ改修においては、まず建物の開口部や躯体
からの熱損失削減が優先であった。なぜならどんな
に高性能の省エネ設備を採用しても、断熱性能が低
く熱損失の多い建物であれば全体としての省エネ効
果は極めて小さくなってしまうからだ。また省エネ
改修を行う前に設備を交換すると、過大なスペック
のものを採用してしまうケースも多い。
ドイツの建設業界は、1990年代後半に新築から

既存建物の改修中心へと転換した。行政が新築数を
制限し、省エネ改修へと誘導したからだ。現在勤務
する設計事務所でも、新築より改修計画の方が多
い。新築への優遇措置を廃止しつつ、既存建物への
補助や融資を拡大し、20年で建設業界を新築中心
から既存の改修中心へと改革してきた。こうした流
れの中で、古い建物を大切にする文化もより育って
いるのだと感じている。不動産市場でも、古い建物
の方が価値が高いというのは、単にヨーロッパの文
化というだけでなく、こうした政策によっても作ら
れている。
新築部分の外断熱施工現場
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改修を担当した既存建物の内観
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4.3 ゼロエネルギーを追求する新築政策
現在のドイツの「省エネ政令(EnEV)」は定期的
に改定され、2016年には年間エネルギー消費量を
2014年より更に12.5%厳しくすること、そして
2021年までにはEU全体で合意した新築・大規模改
修時の建物のエネルギー消費量をほぼゼロにすると
いう内容を反映する計画だ。新築における省エネの
ポイントも、改修と同じく開口部や躯体からの熱損
失削減である。現行のEnEVにおける新築の義務基
準は、屋根・天井では熱貫流率(U値)が0.20W/
m2K、外壁は0.24W/m2K、窓は複合U値で1.3W/
m2Kである。現在新築住宅では最低でもこのレベ
ルのものが建設されている。担当物件でも3重ガラ
スで複合U値が0.84W/m2Kという木製サッシが標
準装備であることに驚いた。
外断熱は省エネだけでなく、建物の長寿命化とい
うメリットも強く意識され一般化している。さらに
今や標準装備となった外付けブラインドと併せて熱
負荷を低減し、夏季でも空調がなくても過ごせる快
適性につながっている。日本とドイツの住宅を比較
すると、ドイツの住宅の方が温度ムラが少ないと感
じる。これは空調方式だけでなく、建物の断熱性能
の違いを体感する場面である。

4.4 基準の強化とイノベーション
ドイツの建設業界は省エネ基準の段階的な強化
を、概ね好意的に受け止めているようだ。基準をク
リアする建材やディテールの開発は短期的にはコス
トの引上げ要因にはなるが、政府がロードマップを
示していることにより、確実に数年後のスタンダー
ドとなることを見通すことができる。だからこそ継
続的な技術革新に向けた投資が可能となり、コモデ
ィティ化に伴う値下げ競争に巻き込まれるリスクも
低下する。結果として高い競争力と「環境性能の高
いドイツプロダクト」としてのブランド力を獲得す
ることができるからだ。
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4.5 デザインへの影響
建物の省エネ性能強化は、デザイン面においても
新しい流れを作っている。ファサードにおいては、
外断熱工法のため開口部の彫りが深く、軽やかなデ
ザインが難しくなってきている。しかし組積造によ
る重厚な建物が多く残る街並みとの相性は、個人的
には良いと考えている。また外付けブラインドが建
物の表情を決めるため、そのディテール設計には腐
心した。現在のドイツでは省エネ基準は当然満たし
た上でそれを活かしたデザインが求められている。

外付けブラインド

さらにここ数年、断熱材重視の流れにも変化が現
れている。特に石油を原料とする発泡ポリスチレン
系の断熱材(EPS)は、躯体に比べ寿命が短く、有害
物質を多く含んでいるうえに、脱化石社会を目指す
ことへの矛盾が指摘されている。そんな中、コンク
リート躯体に断熱性能を持たせ、断熱材を使用しな
い建物も実現された。隣国オーストリアでは、最大
限自然の環境と伝統工法、さらに生活の中で発生す
る熱を活かすことで、暖房と換気設備に頼らないオ
フィスビルも完成したという。これらの取り組み
は、環境配慮建築という名のもとに最新設備の導入
が目的化したり、単に基準を満たすための手法を採
用することへのアンチテーゼとして高く評価されて
いる。建物の躯体断熱性能を高めることで、設備に
頼り過ぎず気候や建物内の環境条件を活かした設計
をすることが、建築家の本来の職能なのだとドイツ
で設計に携わり再認識させられた。
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エネルギーアウスバイス:Deutsche Energie-Agentur

5.1 都市スケールでの政策：コジェネ＋地域暖房
ドイツでの地域熱供給は既に100年以上の歴史が
ある。現在では都市スケールで排熱を利用すること
で熱効率を飛躍的に向上させることのできる熱電併
給(コジェネレーションシステム)と、地域暖房が一
体として推進されている。これにより熱源機器の集
約による高効率化や未利用エネルギーの活用による
省エネ・温室効果ガス排出量削減が都市スケールで
可 能 と な る 。 こ の コ ジェ ネ か ら の 発 電 割 合 を、
2013年の約18%から2020年には25%へと増加させ
る目標となっている。
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断熱材を使わない工法を採用した建物:zanderroth architekten

!

4.6 エネルギーパス制度(Energieausweis)
建築物での省エネへの取り組みの次に大切なの
は、省エネ性能を目に見える形で評価するシステム
である。ドイツでは2008年から「エネルギーアウ
スバイス(Energieausweis)」という建物の燃費表示
制度が導入された。評価書には１㎡あたりの年間必
要エネルギーが表示され、これにより不動産市場に
おいて価格・立地・面積・築年数に加え、「建物の
燃費」という新たな価値指標が生まれた。省エネへ
の投資が目に見える形で不動産情報に反映されるた
め、建築主の積極的な取り組みを促す動機となっ
た。設計を担当した物件では、最終エネルギー消費
が1㎡あたり年間59kWhでBランクという評価であ
った。

!
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5.2 地域暖房の推進力となっている都市計画
地域暖房の最も大きな課題は、個々の建物所有者
の利害を超えて目標を共有し、都市計画として自治
体主導でマネジメントできるかどうかである。地域
暖房は熱の供給状況と排熱活用のポテンシャルを考
慮し、都市全体の視点で計画されている。ドイツで
は行政による都市計画として新築の建設エリアや総
数もコントロールされている。これらは業界には足
かせのように聞こえるが、空き家率増加による資産
価値の低下を防ぎ、さらに個々の建築物を長寿命で
高品質にするための投資につながっている。2010
年の段階でおよそ4,030万世帯に対して、住宅のス
トック数は約4,048万戸である。さらに都市計画の
中で、用途や容積率だけでなく壁面位置や絶対高さ
など街並みを規定する立体的な情報は当然として、
アーケードの共有など地域の価値を各建築物が共有
して高めるための規範まで設定されている地域もあ
る。再開発地区などでは、採光だけでなく風の流れ
までも考えて配棟計画が行われている場合もある。
個々の建築物以前に、都市が「計画されている」た
め、無計画に建物が増えることも、将来どんな建物
が建つかわからないということも起こり得ないこと
は逆に驚きであった。都市におけるこの強い計画性

こそ、都市全体としてもエネルギーヴェンデに貢献
することができる一つの要因である。
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新旧の建物がアーケードを共有し連続する都市景観

6. その他のスケールにおける取り組み
ドイツでは排熱が多く熱効率が低い火力発電所や
原子力発電所の削減を進め、省エネ化を図る計画で
ある。ドイツを旅すると各地で風力や太陽光発電の
設備を目にすることができる。ドイツ全土に広がる
再生可能エネルギーの設備は、エネルギーの地産地
消も可能にし、その推進により化石燃料の輸入に使
われる費用を地域経済に還元することができる。建
築分野では、新築や大規模修繕の際に建物の熱供給
の一部を再生可能エネルギーで賄うことが義務化さ
れている。現在既に再生可能エネルギーが全電源の
中で最大の発電量(25.8%)にまで増え、電気を作り
すぎてしまう時間帯も多くなっている。そこで余剰
電力で水を電気分解し、人工的に製造した水素ガ
ス、メタンガスでの蓄電・発電により需給調整を図
るPower to Gasという構想もある。2050年には人
工ガスを発電や建物への熱供給、交通機関の燃料と
して利用し、各分野を統合したエネルギーシステム
を構想している。
交通機関のスケールではガソリンやディーゼルエ
ンジンによる自動車を、上記の水素を利用した燃料
電池車や高効率な電気自動車に置き換えることでの
省エネを計画している。都市計画においてはシェア
カー利用と、都市圏内の公共交通を一層推進してい
く予定だ。

るという。そして2006年から2013年の間に約111
億ユーロ(約1兆5千億円※2)の助成を行い、1,620億
ユーロ(約2０兆2億円※2)の改修工事が行われたと
いう。既存改修が中心の社会に転換したとはいえ、
省エネ性能の低いストックが未だ3,200万戸も存在
するため、1年に80万戸ずつ改修していったとして
も単純計算で約40年分の仕事があることになる。
その間には技術革新も進み更なる改修の必要も出て
くるだろう。見方を変えると、この大きな転換は、
省エネ改修せずに浪費されるエネルギー資源の輸入
コストを、改修という形で地域経済に循環させ、建
設業界が持続的に発展できる道なのだ。再生可能エ
ネルギー分野も同様に、1998年の約6万6千人から
2013年には約37万人へと就業人口が増加している
成長産業である。日本で働いていた頃から私は、人
口縮小・少子高齢化に伴う建設業界の縮小に漠然と
不安を抱いていた。しかしエネルギーヴェンデは、
単にエネルギー問題の解決策ではなく地域経済活性
化や雇用創出のチャンスと考えられていることを知
り、ここに希望を見出した。※2 1ユーロ135円と
して概算。
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9. まとめ
エネルギーヴェンデと聞くと、壮大かつドラステ
ィックな改革をイメージしてしまうが、その一つ一
つのステップは本当に小さい。しかし毎日どこかで
省エネ改修現場を目にし、設計業務の中で基準の強
化や新たな建材の開発などに触れる度、ゆっくりで
はあるが着実に進んでいることを実感する。この建
築・街づくりが社会の転換に大きな役割を担ってい
るという実感こそ、私がドイツに求めて来たもので
あった。
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7. 経済への効果
ドイツ建設業界の就業人口は、新築から改修中心
の社会に転換したことにより、1995年の143万人
から、2014年には約半数の74万人に減少した。し
かしドイツ経済エネルギー省の発表によると省エネ
改修分野の就業人口は、既に約30万人以上にもな
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