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 ストックホルム市は、欧州委員会が 2010 年に制定した European Green Capital の初代

の授賞都市に選ばれた。ストックホルム市は湖沼に浮かぶ 10 以上の島嶼からなる。1950

年代の暖房用石炭の煤煙による大気汚染や 1970 年代の湖沼の酸性雨被害の経験を踏まえ、

市民は環境問題に敏感である。また中央政府の高福祉政策を支持してきた過程で、環境に

も人にも優しい街づくりへの意識が育まれている。一方で、スウェーデンはしばしば社会

科学の実験場と言われる通り、ストックホルム市も試行錯誤を重ねながら大胆な再開発に

取り組んでいる。 

 本レポートでは、世界的に注目されている「ハンマルビー・ショースタッド」の再開発

とこれに続くストックホルム市の再開発プロジェクト「ロイヤル・シーポート」、サスティ

ナビリティ(持続性)を追求したビル開発に乗り出した国営企業 Jernhusen(ヤーンヒューセ

ン)のプロジェクト、および European Green Capital 授賞記念の国際シンポジウム

「Building Sustainability Stockholm 2010」の概要を紹介する。 

またストックホルムで見られる環境や人に優しい政策と、環境ビジネスについても短信

で紹介する。 

  

 

 

                             2010 年 11 月  

日本貿易振興機構  

海外調査部 

                              ストックホルム事務所 
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1. サスティナビリティへの実験 ハンマルビー・ショースタッド 

  ストックホルム市は市の 7割の土地を所有している一方、慢性的な住宅不足の解消を

課題としている。ハンマルビー・ショースタッドは、市が手がける最大の地域開発プロ

ジェクトのひとつで、中心街があるノールマルムから南に約 5～6km に位置する。 

T 字型のハンマルビー・ショー湖を囲む地域の小型漁船やレジャー・ボートなどの造船

所地帯が、2004 年のストックホルム五輪招致の際の選手村候補地として、1990年代に開

発が着手された。五輪招致に敗れた後も「ハンマルビー・モデル」と呼ばれるサスティ

ナブルな街づくりが進められており、地域開発の先駆的なモデルとして、欧州のみなら

ずアジアや中東からも注目されている。2008年には韓国の李明博大統領、2009年には中

国の習近習・国家副主席も視察に訪れた。 

     

      

 

  開発計画では、住民の 8割が公共交通機関や自転車、徒歩などで通勤することを目標

としている。2000年に、最寄りの地下鉄駅から再開発地域の目抜き通りを通る路面電車

(トラム)が敷設され、中心街とは 20-30 分で結ばれるようになった。湖を横切る渡し船

は住民の足として無料で運航されている。地域内には、市が普及を図るカーシェアリン

グのため、専用駐車場が設けられている。開発は 2017 年まで続けられ、住宅 11,000 戸、

居住者 25,000 人以上、就業者も含めると 30,000 人が生活する街が完成する。 

  ハンマルビー・ショースタッドを走る 4 両編成のトラム 
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  カーシェアリング専用駐車場 

図 1 ハンマルビー・ショースタッドの開発プラン 

 

 

注:水色はハンマルビー・ショー湖と水路。赤は住宅棟、紫はビジネス棟。通りや湖沿いの

一部の建物は、低層階をスーパー、店舗などに充てるコンプレックス。 

出所:ハンマルビー・ショースタッド開発事務所 

 

住宅棟は湖面への傾斜を生かして建設されている。庭を建物で囲うスタイルを採用して

おり、どの家からも植栽が楽しめる。また多くの家から湖面や水路が望める。開発エリア

ごとにディベロッパーが異なり、小パーティができるほどにテラスを広くとった住居棟の

通りなど、デザイン・コンセプトが異なる街が形成され、街並みに変化をつけている。ま



Copyright (C) 2010 JETRO. All rights reserved. 

5 
 

た、様々な家族構成に対応できるよう、同じ棟、同じ階の各戸に複数の種類の間取りを取

り揃えている。湖に面した低層階には、レストランや美容室が入居している。 

物件は賃貸と分譲がある。市内の類似の物件に比べると割高となっている。このため市

では比較的収入が高いシニア層の入居が多いことを想定していたが、自然に触れ合える環

境が好まれ、小さな子供を持つ若い世帯の入居比率が市の想定を大幅に上回った。このた

め保育所や学校の整備が急がれている。湖では鱒が釣れ、水質は遊泳が可能となっている。 

図 2 ハンマルビー・モデルの概念 

 

出所:ハンマルビー・ショースタッド開発オフィス 

 

ハンマルビー・モデルの最大の特徴は、自然エネルギーと廃棄物の徹底利用にある。太

陽エネルギーは、発電や水を温めることに使われる。燃焼可能なゴミと自然素材からのバ

イオ燃料は、熱源として発電と地域暖房に供される。処理排水の熱はヒートポンプを通じ

て地域冷暖房に供される。水処理は域内のローカル・プラントで処理している。下水処理

場に併設されている実証プラントにはクボタの水処理技術が採用されている。 

し尿は、いくつかの収集場所からバキューム・カーが回収し、新しい技術の実証のため

建設されたパイロット・プラントに運ばれバイオガスを採集する。残渣は肥料に供される。 

下水処理場の負荷をかけないよう、建物敷地や屋根への降水は植栽で土壌に浸透し滲み

出してから、道路の雨水も地下槽での処理を経て、それぞれ池を通じて湖に流される。 

 ゴミは住宅の各ブロックに設置されているリサイクリング・ルームや各エリアの収集場

所で住人が分別し、地下に敷設されたバキューム管で収集する。可燃物は発電と地域暖房
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に供される。有機ゴミは肥料に、新聞、ガラス、板、金属などは全てリサイクルに供され

る。有害廃棄物は焼却またはリサイクルに供される。 

 バキューム管の分別式ゴミ収集口。時速 70km で収集所に運ばれる。 

2. 未来を先取りするロイヤル・シーポート 

ロイヤル・シーポートは王室領地をストックホルム市が継承した地域で、市の東に位

置し、市中心街からは公共交通機関で約 15 分の場所にある。国際旅客航路の埠頭ととも

に、100 基の石油・ガスタンクが立ち並ぶ基地がある。今後 20 年間でスウェーデンにお

ける最大の地域開発となるプロジェクトとして、石油・ガス基地を全て郊外に移転し、

跡地を再開発する事業が 2008 年に着手された。 

開発対象面積は 236ha、オフィス、商業地、住宅地として複合的に開発する計画で、

複数のフェーズに分かれ、プロジェクト全体の完成は 2030 年となる。建物の建設は 2010

年に始まり、最初の開発エリアへの入居は 2012 年から始める。新築する住宅戸数は

10,000 戸。商業地域には 60 万㎡があてられ、雇用創出は 30,000 人を目標としている。 

環境負荷は、ハンマルビー・ショースタッドでの経験も活かしながら、エネルギー消

費目標が 55kWh / ㎡・年、二酸化炭素排出量を 2020 年までに 1.5 トン/人(現在のスウェ

ーデン平均の 1/3)、化石燃料使用量を 2030 年までにゼロとする目標を掲げている。欧州

では2050年を化石燃料使用ゼロの目標に掲げる都市が多い中、これを20年先取りする。 

 

図 1 ストックホルム市中心部とロイヤル・シーポートの開発エリア 
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注:オレンジ色部分がロイヤル・シーポートの開発エリア。水色は湖沼。 

出所:ストックホルム市 

図 2 ロイヤル・シーポートのゾーニング 
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出所:ストックホルム市 

 

ロイヤル・シーポートは、クリントン環境イニシアチブと米国グリーン・ビルディン

グ・カウンシルが共同で支援する、世界 18 の「経済と環境を両立させる都市開発プロジ

ェクト」の一つに選ばれている。 

 ロイヤル・シーポート(2010 年 10 月撮影) 

 

ロイヤル・シーポートの開発対象は、北から①ヨートハーゲン、②ヴァッタハムネン、

③フリーハムネン/ローウッデンの３地区に分けられている。このうちヨートハーゲンと

ローウッデンの石油タンク区域が住宅にあてられる。最初の住宅はヨートハーゲン地区

の北部に建設され、2011 年 4 月に着工し、2012 年から入居が始まる。再開発地域全体で

は、年平均 500 戸のペースで住宅が建設され 2025 年に 1 万戸に達する予定である。 

住宅は賃貸用フラットと、持分権付き住宅となる。住宅建設にあたっては、ハンマルビ

ー・ショースタッドの都市開発プロジェクトで得た環境に優しい住宅都市作りの経験を
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活用し、最新技術を駆使して採光、断熱、換気、暖房などの効率がよい住宅をめざす。 

さらに、廃棄物のリサイクルや、処理熱の再利用の仕組みを整える。また、住宅には各

戸に最低 2 台分の駐輪スペースを用意する一方で、駐車スペースは 2 戸に 1 台分しか用

意しない。これにより、全戸が自動車を保有するのではなく、徒歩、自転車や公共交通

の利用、カーシェアリングの普及などをめざす。 

住宅建設で重視する点としては、主に次の項目が挙げられている。 

1)環境への影響に配慮し、環境目標の達成に資すること、 

2)気候変動に対応していること 

3)環境に配慮した設計であること 

4)健康的かつ心地良さを追求していること 

5)優れた湿度管理 

6)優れた騒音対策 

7)省エネルギー 

8)資源の保護 

9)持続可能な輸送 

10)持続可能なライフスタイル 

 

ヴァッタハムネンとフリーハムネンの一部は港湾機能の高度化を図りつつ再開発する。

港湾の周囲はすでにストックホルムでもっとも企業が集中した商業地域として発展して

おり、Nasdaq/OMX（証券取引所） 海運会社の Tallink Silja AB、ABB やエリクソン、

フォータムなどの大手企業や、IT やメディア企業、テレビ局、ホテルなどが立地し、シ

ョッピングセンターやレストランもある。同地区には、再開発によりさらに多くの企業

の本社、本部機能を誘致する。 

ヴァッタハムネンの南の区域には 1,000 戸の住宅が建築される予定で、フリーハムネ

ンには、Frihamnen 港から Norvikudden に貨物輸送を移した跡地に 1 万人の雇用を創

出するビジネスエリアを建設する。 

石油タンク群のうち数基は、Ferdinand Boberg によって 1815 年頃に建設された歴史

的価値の高い建築物で、石油基地跡地としてのモニュメントとして、外観を活かしたま

まオペラハウス、アートギャラリーなどの文化施設に転用する。Ferdinand Boberg によ

ってデザインされたガスタンク１は、1893 年に建設され、1960 年代まで使われていた。

ここは 960 席のオペラ会場に改築する予定だ。 

ガスタンクの中には 1 万立方メートル以上の汚染された水が残っていたため、水の排

出、水と石油、コールタールなど不純物の分離作業が 2010 年から進められてきた。分離

されたコールタールだけでも 50 トンを超えたという。 

Deer Park にある５基の石油タンクのうち最大の 4 号基（Gasklocka 4）は住宅への転

用が計画されている。このタンクは 1932 年に建設された建築物だが、47 階建て構造の
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520 戸の住宅に改築する。建築を請け負うのはオスカー不動産で、北京五輪の『鳥の巣』

競技場をデザインしたスイス人の建築デザイナー、ヘルツォーク&ド・ムーロン（Herzog 

& de Meuron）が設計を担当する。2013 年に着工し、2016 年からの入居をめざす。 

ヨートハーゲン地区の住宅地開発イメージ 

 

出所:ストックホルム市 

 

ロイヤル・シーポート再開発の完成イメージ 

  

出所:ストックホルム市 

 

市中心部を迂回し南北をつなぐ高速道路を建設し、ロイヤル・シーポートとアクセス
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する計画が進められているが、市街地内の交通体系は環境配慮のため、徒歩、自転車を

優先し、公共交通も整える。ロイヤル・シーポートにはすでに市内に通じる地下鉄が開

業しているが、再開発する街沿いに 2 系統のトラムを敷設する。計画では、1 系統は南側

から西進して市の中心街に、もう 1 系統は北側を迂回して市の中心街に至る。冬には雪

嵐に見舞われることもあるストックホルムで、どのような環境技術を踏まえたトラムを

導入するかも注目される。 

 

建設スケジュール 

2008 年 事業計画の作成 

2009 年 最新鋭のクルーズ船専用埠頭完成 

南ヴァッタハムネン港の拡張工事着工 

2010 年 ヨートハーゲン区を縦断する電力トンネルの建設着工 

Värtapiren 埠頭工事の着工 

石油精製基地の閉鎖 

2011 年 第一フェーズの住宅（700 戸）と第 2 フェーズの住宅（1,200 戸）の着工 

2012 年 住民の入居開始 

南ヴァッタハムネン港でのオフィス・商業用ビルの建設開始 

2013 年 Värtapiren 埠頭の乗客用ターミナルの完成 

2014 年 Nynäshamn 貨物港の完成 

2015 年 Norra länken（E20 European Highway）とトラムの開通 

南ヴァッタハムネン港でのオフィス・商業用ビルの入居開始 

2016 年 石油タンク後の施設完成 

2017 年  工事は Ropsten 岸壁地区に到達 

2018 年 Frihamnen 港の住居とオフィスに入居開始 

2020 年 Loudden の住居、オフィスの建築開始 

2030 年 1 万戸の住宅、3 万人の雇用創出、60 万平方メートルの商業地域整備、最新鋭

の港とクルーズターミナル、236 ヘクタールの環境に優しい都市地区の完成。 

 

再開発予算は、ストックホルム市、エネルギー庁、参加企業による出資等で賄われてい

る（各種報道によれば、総予算は 500 億スウェーデン・クローナとされる）。11 年 4 月ま

での事前調査の総予算は 2,070 万クローナ。このうち、エネルギー庁が 840 万クローナ、

革新庁が 500 万クローナを提供している。 

 

ロイヤル・シーポート関連サイト 

http://www.stockholm.se/PageFiles/120739/15737_Djurgarden_HighRes.pdf 

3. ヤーンヒューセンのサスティナブル・ビルディング 

http://www.stockholm.se/PageFiles/120739/15737_Djurgarden_HighRes.pdf
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スウェーデン国鉄の不動産部から分離した国営企業ヤーンヒューセンは、環境配慮とユ

ーザー嗜好の両立に挑んで、2010 年 3 月に、ストックホルム中央駅隣接地、クングス通り

に面した一角の再開発で、新しい商業ビルを竣工させた。このビルの最大の特徴は徹底し

たサスティナビリティの追及にある。 

  

竣工したヤーンヒューセン・クングスブローヒューセット 

http://www.swedishtrade.se/PageFiles/166668/KungsbrohusetInEnglish.pdf?epslanguage=sv 

 

ビルは、ガラスの外壁と内壁の間を 30cm とり断熱層としている。大きな特徴は、熱利用

のシステムにある。ビルの地下には、ビル西側のストックホルム中央駅から、駅ホールの

機械や照明、人などに由来する熱を利用しヒートポンプで温めた温水がパイプで引き込ま

れている。また東側のクララ湖からは冷水が引き込まれている。地中ヒートポンプも設置

されており、この 3 つの熱源を使ってビルの冷暖房や給湯を行っている。 

 ストックホルム中央駅のホール 

 ヤーンヒューセン・クングスブローヒューセットの心臓部 

緑色の印のパイプがクララ湖と循環する冷水用パイプ 

 

このビルはさらに、屋上で採光した光を光ファイバーで天井に繋いで部屋の照明に利用

している。採光に応じて電気照明の明るさは自動調整される。またオフィスごとに、ひと

つのボタンで全ての電源を待機状態にするグリーン・ボタンを導入し、エネルギー消費が

節約できるようになっている。入居企業にはエネルギー節約のコンサルティングも実施す

る。同社のデザイン・マネージャー、エバ・エリアソン女史によると、サスティナビリテ

ィ・ビルとしてのポイントは再生建材の使用率の高さにもあるという。 

これらの主要設備は全てスウェーデンの企業に発注された。 
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 エレベータホール壁面のデザインは花草模様。 

 壁面のライトアップは剥き出しの LED 電球 

 

建築費が高い分、テナント料は高くなっているが、テナントは省エネルギーの恩恵に預

かる。竣工半年でまだ未入居スペースが半分ほどあるが、2010 年末までに 4 フロアを使う

ニュース会社が入居、2011 年に残る 2 フロアにもテナントが入居する。 

ヤーンヒューセンは、近隣にも 3 棟のサスティナブル・ビルを建てている。同社はスウ

ェーデン国鉄が有していた関連施設やコンテナ・ターミナルなどの不動産を継承しており、

将来、中央駅と周辺の鉄道施設の地下化を念頭に、地上部分(イメージとして、JR の新橋駅

～東京駅の地上部分に相当)をサスティナブル・ビル群の街に変貌させるプロジェクト・ア

イデアを持っている。 
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4. Building Sustainability Stockholm 2010 (2010 年 10 月 19～20 日) 

  この国際シンポジウムは、European Green Capital 授賞記念として、特に欧州の開発

関係者を念頭にストックホルム市の環境配慮型開発プロジェクトの経験を伝える機会と

して企画された。主催はストックホルム市、スウェーデン貿易公団、ストックホルム市

建設業協会、ストックホルム・ウォーターなど。共催にはスウェーデンを代表するゼネ

コンや建設会社が名を連ねた。 

     

 

参加者は約 350 人。うち約 100 人が海外からの参加で、その 9 割が欧州。会場のスト

ックホルム・カンファレンス・センターは、階段通路も客席に変更して参加者を収容し

た。20 日は 4 コースに分かれてのスタディ・ツアーが実施された。概要は以下の通り。 

http://www.trippus.se/eventus/eventus_cat.asp?EventusCat_ID=14195&Lang=eng&c= 

 1 日目スケジュール 

  (午前司会進行 Tomas Kaberger スウェーデン・エネルギー庁長官) 

  ①Ulla Hamilton ストックホルム市副市長 

   “Building the European Green Capital”    

   ストックホルムは住宅からの排出ガスを減らし持続可能な建築を行ってきた長い

歴史がある。責務として未来に向かってもそうであり続ける。成功は市民、企業、大

学等の環境意識に依る。また交通分野への投資も鍵のひとつ。経済成長と環境のトレ

ードオフは無い。サスティナビリティの成功は経済効率追及の賜物である。 

②Tomas Kaberger スウェーデン・エネルギー庁長官 

                             

   “Building an eco-efficient economy, creating sustainable jobs and growth”  

   化石燃料を暖房に使うことはスウェーデンでは 2020 年にフェーズアウトする。地

http://www.trippus.se/eventus/eventus_cat.asp?EventusCat_ID=14195&Lang=eng&c
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域暖房とコ・ジェネレーションシステムにより、これまで棄てられていたエネルギ

ーの利用を可能とし、社会のエネルギー資源を効率的に利用することができるよう

になった。エネルギー効率の良いビルと革新的なソリューションは環境効率の良い

経済への鍵のひとつである。 

  ③Stellan Fryxell 建築家(Tengbom Architects) 

   “Lessons learnt from Hammarby Sjostad”  

  持続可能な都市計画と開発でスウェーデンは先進的な立場にある。その理由の鍵

は、公と私的団体、政治家、都市計画の権威、技術者、建築家、開発企業などの伝

統的な強い協力関係にある。 

  ④Gustaf Landahl ストックホルム市 環境・厚生委員会 計画・厚生部長 

   “Powering cars on sewage sludge and heating buildings with household waste”  

– the Stockholm model 

1950 年代のストックホルムは個々の建物での暖房用石炭による大気汚染が深刻で、

対策として市は地域暖房を導入した。今日では各種インフラが組み合わされ上手く

発展している。地域暖房は市の 75%をカバー、化石燃料は 20%程度。収集される汚

物からはバイオガスを生みだしている。2050 年には化石燃料使用ゼロを目指す。そ

のステップとしてバイオガス増産、地域暖房への再生可能エネルギー100%利用、排

水からの栄養物回収とエコサイクルへの還元、サスティナブルな交通が目標。 

  ⑤Bengt Wangren スウェーデン・グリーン・ビルディング・カウンシル CEO 

   “Building Green in Sweden” 

      - Sustainability and energy efficiency in a cold climate 

スウェーデンの建築は概ね環境に優しい。エネルギー効率、化学物質フリー、低炭

素排出でアドバンテージがある。3 つの建築認証があり、エネルギー効率、屋内環境、

化学物質の使用について厳しい規則を設けてきた。ストックホルムやマルメの市内に

みられる新しい住宅地域は国際標準の最終ゴールを満たしている。スウェーデンはさ

らに高いレベルを目指してスタートする。グリーン、持続可能、エネルギー効率につ

いての建物の認証システムが、これを後押しする。 

  ⑥Sten Nordin ストックホルム市長挨拶および表彰    

 ハンマルビー・ショースタッドの再開発に功があり 5 年前に亡くなった建築家を記
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念して創設された賞の第一回の表彰式。受賞はマルメ市の開発関係者。 

 (午後司会進行 Gunnar Soderholm ストックホルム市環境・厚生委員長) 

  ⑦Johan Karlstrom コンサルティング会社 Skanska 社長 

   “Green initiatives create economic sustainability” 

CO2 排出は交通より建築の方が、問題が大きい。Skanska は 1)環境対策は正道、

2)従業員のやる気喚起、3)誇る気持ちの醸成、のため環境問題に取り組んでいる。ま

た、実のところ儲かるビジネスでもある。グリーン対策コストが高すぎたら需要は

無い。スウェーデンでの経験を踏まえ米国のエンパイアステートビルディング 32 階

のコンサルティングに取り組み 57%のエネルギー、40%の水を節約し、建築リサイ

クル率は 80%を達成した。 

  ⑧海外事例についてのプレゼンテーション 

       (1)DVD プレゼンテーション by Skanska 

      エンパイア・ステートビルでのコンサルティング実例の紹介。 

       (2)Lin Peng 曹妃甸工業区(中国河北省)環境都市プロジェクト ダイレクター 

 スウェーデン企業が参画する曹妃甸工業区の開発事例の紹介。同工業区は駐中

国スウェーデン大使館などの仲介を得て、ハンマルビー・ショースタッドでのコ

ンサルティング経験を持つスウェーデン企業に開発計画への参画を依頼した。 

       (3)Dan Mogensen コペンハーゲン・技術環境本部都市デザイン部チーフコンサルタント 

コペンハーゲンのゼロ・エミッション宣言地域、ノルトハーバンの紹介。 

  ⑨パネルディベート(登壇者 ③、⑤、⑧(2)、⑧(3)) 

                      

  ⑩Yngve Soderland ノルディック・インベスト・バンク地域副代表 

   “Energy Efficiency and Building-Financing issues”  

  ノルディック投資銀行は国際金融機関として、関係国(アイスランド、ノルウェ

ー、デンマーク、スウェーデン、フィンランド、ラトビア、エストニア、リトア

ニア)の協力のもと、環境やエネルギー分野への融資も行っている。長期資金の貸

付が主業務で、ソブリン案件で 15-25 年、サブ・ソブリン案件で 10-20 年、私企

業案件でも 5-15 年のタームの長期資金を提供している。 
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⑪Lisa Enarsson ストックホルム市環境・厚生委員会プロジェクトマネージャー 

“Toward a sustainable Jarva”             

  - Retrofitting buildings and neighbourhoods from the 60s and 70s 

  1960 年代に開発された住宅地域 Jarva の再開発プロジェクト。エネルギー消費

の 60％減を目ざすとともに、教育機会の拡大、雇用の拡大などを図る。  

  ⑫Ingmarie Ahlberg ストックホルム市開発委員会 環境部長   

   “Stockholm Royal Seaport”                

        - The next spearhead of sustainable development in Stockholm 

スウェーデンで今後 20 年間で最大級の再開発になるとみられているロイヤル・

シーポートは、環境目標として、2020 年までに炭素排出量 1 人 1 年あたり 1.5 ト

ン以下、2030 年には化石燃料無使用を謳っている。様々な技術の組みあわせで、

持続可能な生活、ビジネス、娯楽のための活気に満ちた地域を創造する。 

  ⑬総括 

 サマライズとともに、日本を名指しで、環境技術の優秀性について言及があった。 

2 日目スケジュール(スタディ・ツアー) 

Tour A – City development and housing 

Hammarby Sjöstad and Stockholm Royal Seaport 

Hosts: Ericsson, Fortum, NCC, Nyréns Arkitektkontor, Sweco, Tengbom 

    Tour B – City development, housing and commercial buildings 

Hammarby Sjöstad and Slussen 

Hosts: Berg Arkitektkontor, Byggvesta, Fortum, Sweco, Tengbom, Tyréns, White 

Tour C – City development, shopping center and a new hospital 

Liljeholmstorget Shopping Centre, the New Karolinska Solna Hospital and 

Stockholm Royal Seaport 

Hosts: Ericsson, Equator, Fortum, NCC, Skanska, Tengbom 

Tour D – Retrofitting of 50s-70s housing areas and new innovative housing projects 

Järva Linhagensterrassen and Beckomberga 

Hosts: City of Stockholm, NCC, Skanska, Svenska Bostäder 
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5. 短信: ストックホルムに観る環境政策、環境ビジネス 

スウェーデンのエコ・ビジネスの原動は、旺盛なチャレンジ精神にある。ストックホル

ムの街中はデザインで溢れかえっている。国内 940 万人の人口は、汎用品の販売企業にと

り市場が十分に大きいとはいえない。スウェーデン生まれで国際的に成功しているビジネ

ス・モデルは、斬新なデザインで目を惹き、国内で成功すると欧州に市場を広げている。

H&M、IKEA を始め、成功している企業では多数のデザイナーを抱えて途切れなく新しい

製品を投入している。 

環境技術についても類似のチャレンジ精神が感じられる。成熟した技術でなくても実証

や商用に投入し、改良・改善を重ね技術を成熟させていく。あるいは技術的には目新しく

なくても、斬新なアイデアでサスティナビリティを印象付ける。節約・我慢ではなく、応

用技術でサスティナビリティと快適性の両立を目指していることが強く感じられる。加え

て、学界や自治体による経済界への支援が極めて密接に行われている。象徴的な事例が、

ハンマルディ・ショースタッドの再開発やヤーンヒューセンによるサスティナビリティ・

ビルディングの建設、バイオガス自動車の普及にみてとれる。 

ここからは、日本にとり 4 つのビジネス・ヒントが得られる。第一は、「先ずやってみな

はれ」である。技術の習熟を待つのではなく、パイオニアとして踏み込む精神が必要であ

る。ハンマルビー・ショースタッドのバキュームによるゴミ収集では、想定外の長い棒が

棄てられて管に引っかかるといったアクシデントを経験している。その後、想定外のゴミ

が棄てられない構造にするばかりでなく、モニタリングによる監視システムを開発し、遠

隔から不具合箇所を特定できるようにした。廃棄物のバキューム収集システムが海外に輸

出されたケースでは、回線を通じてスウェーデンからモニタリングが行われている。 

第二は、ストックホルム(あるいはスウェーデン)のショーウィンドー効果に注目すること

である。環境都市としての情報発信力、欧州への影響力を考慮すると、ストックホルムで

のプロジェクトは、宣伝効果が大きい。スウェーデン側には日本企業の投資や技術提携に

強い関心があり、日本企業の効率性に優れた環境関連技術はストックホルムでも高い評価

を受けている。スウェーデン政府はサスティナビリティ技術やノウハウの欧州外への輸出

促進を支援しており、海外の様々な都市開発情報がストックホルムの特定グループに集ま

ってきている。このインナー・サークルに入ることは情報収集の効率性を高める。またス

ウェーデンでは複数の工科大学が様々な環境技術の開発に携わっている。特に、応用技術

に秀でており、海外メーカーとも提携していることは、注目に値する。 

第三は、ストックホルムの開発事例に学び、日本でも環境技術を集中させたプロジェク

トを実行することである。例え小さくとも、サスティナビリティを誇示できる地域開発を

行い、情報発信力を高めることは、地元企業の支援という面でも利がある。 

第四は、スウェーデンの環境関連企業の誘致である。自治体の哲学、産官学連携、文化

背景の違いは考慮する必要があるが、多くの経験を有したスウェーデン企業の日本市場へ

の参入は、地元経済の振興とともに、国内の環境ビジネス市場を新たな視点から活性化さ
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せるきっかけとなるだろう。 

以下に、ストックホルム市内で観られる環境や人に優しい政策、環境関連の市場につい

て紹介する。 

 

(1) 自転車の奨励 

  ストックホルム市は湖に浮かぶ群島からなり、地勢として渋滞がおきやすい。市中心

街への自動車出入りには 2007 年 8 月 1 日から渋滞税が導入された。監視システムは IBM

が採用された。IBM によると、2006 年 1～7 月の試験期間に、自動車の通行量を 25%減

らす実績をあげ、渋滞緩和効果とあわせて市内で温室効果ガスの排出量が 40%削減され

たとする結果が得られた。 

国・市は公共交通機関を深夜・早朝も運行させて市民の足の確保に努めている。市は

公共交通機関の利用とともに自転車利用も促進している。スウェーデンでは自転車は原

則歩道走行が禁止されており、市は幹線道路に自転車専用道を整備している。住宅地の

コミュニティでは大人向けに自転車教習を行っている。 

通勤にスポーツタイプの自転車を利用する人は尐なくない。稀に、乳母車を前面に繋

いだタイプの自転車も見られる。ヘルメット着用は義務付け。自転車やヘルメットだけ

でなく、関連のファッション市場が育まれつつあることも注目される。 

  歩道、車道と完全分離   対面通行 

  自転車による通勤風景   雪道対応も必要 

 

ストックホルム市内は緩やかな坂が多く、市内には各所に石畳の道路がある。市内は

雪道に化す場所もあるため、安全面の確保(タイヤ、制動)は重要である。 

いわゆるママちゃりタイプ、電動タイプ、買い物用の三輪タイプは見かけられない。

余談ながら、乳母車は石畳対策で、日本に比べて車輪が大きく太い。 

 

(2) エコ自動車の普及 

政府はエコ自動車の普及を図っている。ストックホルムの渋滞税も、環境負荷の小さ

い自動車は免除される。環境負荷の小さい自動車は新車販売の 35%を占める。 

エンジン余熱用のインフラ(屋外パーキングの電気コンセント)が整っており、プラグイ

ン・ハイブリッドの充電に転用できる点ではアドバンテージがある。また投資庁による
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とスウェーデンは世界最大のバイオ・ガススタンドのネットワークを有している。 

   ストックホルム県が運営する Storstockholms Lokaltrafik (SL)がストックホルムの地

下鉄、通勤電車、路面電車(トラム)、バス、タクシーを保有している。 

ストックホルム市内の公共バスは1989年にブラジルから輸入されたエタノール車を先

駆けとし、エタノール車(約 400 台)、バイオガス車(約 100 台)の普及が進んでいる。他に、

燃料電池バスや、エタノールと電気のハイブリッドタイプも導入されている。メーカー

は、ダイムラーとボルボ(ルノー系列)が多い。重連編成のバスも頻繁に見ることが出来る。 

 重連のバス。大半は、油圧で傾き停留所と床の高さをあわせられる。 

 

公共バスは全て低床型で扉が広く、バリアフリーであるとともに、乗降時間を短くし

てエネルギーを節約している。中間と後方の扉には外側にも開ボタンがあり、乳母車や

車椅子の乗客が使う。この扉付近には車椅子 2 台分のスペースが確保されている。 

バスの車内へは、夏季は自転車の持ち込みが許可される(犬の同伴も可能。スウェーデ

ンでは犬の学校が整備され、躾が行き届いている)。バスの降車口(前扉以外)は乗客が開

ボタンを押すことで開く。不要な開閉で室内の暖気冷気を逃さない。 

  バス車内。連結部はフラット・ターン・テーブル。 

    

ハイブリッドや電気自動車に加え、バイオガスやエタノールを燃料とする自動車の普

及も進められている。エコ・タクシーは外目にわかるよう、車体に葉や花のマークがあ

しらわれている。バイオガスはバイオマスからの精製過程で CO2 を取り除き液化したも

ので、ガソリンとバイオガスの 2 つのタンクを備え、運転席からスイッチ操作で燃料を

切り替える自動車が市販されている。新車販売に占めるエコカーは 35%を占める。 

 緑色の葉のマークをつけたエコ・タクシー 

 

 ストックホルムには、エコ自動車を揃えたカーシェアリングの企業が 2 社ある。行政

の支援で、住宅地域や市街地にはカーシェアリング用の専用駐車場が設けられている。 
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(3) バリアフリーを重視する鉄道 

郊外電車はスウェーデン国鉄(SJ)が経営する中距離用とSLが経営する近距離用がある。

両社ともバリアフリーを車両に取り入れている。 

鉄道の経営と運行は SJ、SL とも上下分離式で、地下鉄やトラムの一部はフランス企業

に運行が委託されている。全車二階建て編成の中距離普通電車 X40 は最高時速 200km で

疾走し、通勤時間を短縮し、ストックホルム市内の住宅不足の緩和に貢献している。 

近距離電車と地下鉄のシートは布張りでストックホルム市内の観光名所がデザインさ

れている。通勤電車の扉は広く、乗降がスムースにできている。また乗降口付近は跳ね

上げ式の椅子の配置により、車椅子や乳母車のスペースが十分にとられている。 

  X40。3 両 1 編成。2 連 6 両、3 連 9 両運行も。 

  X40 の入り口。乗降用にデッキがせり出すバリアフリー型。 

  近距離通勤電車。3 両 1 編成、4 連 12 両で運行。 

  通勤風景。朝 6 時過ぎのストックホルム方面行き。 

  乗降口付近の跳ね上げ椅子。室内の配色は色弱者への配慮。 
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地下鉄は 3 路線で計約 100km 整備されており、市内の住宅地と中心部を結ぶ。今のと

ころ延伸計画は無い。地下鉄の電力は全て環境負荷が尐ないエネルギー源で賄われてい

る。車体は主としてボンバルディア・トランスポーテーションが買収したダイムラー系

統の車両を使っている。旧車両は連結部に通路が無いが、最新車両は短車体連結構造で、

連結部はバス同様、ターン・テーブル式のフラット構造となっており、開放感がある。 

  最新車両   隣の車両も広々見渡せる。 

 

  地下鉄最新車両。3 両 1 編成で、3 連 9 両で運行。先頭車両左側上に 1 編成ごとに愛称

が付けられている。 

近郊電車、地下鉄とも車両の窓は大きい。空調は、天井に加えて窓際に空気の吹き出

し口があり、窓からの冷気に対応する。加えて側面の足元の位置に電熱ヒーターがある。 

  窓脇の空調。悪戯対策でスチール製の枠がはめられている。 

 

トラムは 1967 年に、左側通行から右側通行への転換に伴い全廃された。その後、市街

から尐し外れた鉄道駅と住宅地域を繋ぐ専用軌道の LRT2 系統が右側通行に改修され復

活、市街地と王室御料地だったユールゴーデン島を結ぶトラムが 1991 年に観光用として

復活した。 

2000 年には新興住宅地域ハンマルビー・ショースタッドと最寄りの地下鉄をつなぐト

ラムが新設された。ユールゴーデン島を結ぶトラムは 2010 年 8 月にデパート街まで延伸

され、沿線住民の利用が増えた。観光用の古い車両を除きトラム車両は全てボンバルデ

ィア製の低床型。トラムの乗降扉も乗客が開ボタンを押す。なお、近郊電車、地下鉄、

トラムとも犬同伴が許されている。トラム以外には、犬アレルギーの人のため、犬の同

伴を禁止する車両が連結されている。 

  トラム   トラムに乗り込んだ犬 
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※公共交通は深夜・早朝も動いているが、デパート、小売店の多くは 18 時には店を閉じ

る。パブも平日は多くが 23時までの営業。家庭や友人宅での団欒が生活の彩りを飾る。 

 

(4) 駅関連の防寒設備 

  地下鉄駅は防寒のため、地下通路への入り口全てにガラス扉がある。階段通路では地

下側に扉があるが、改札口が地上近くにある駅では地上側を構造物で遮蔽している。さ

らにエスカレーターのホーム側をガラスで遮蔽している駅もある。構造上、特に機密性・

断熱性にはこだわっているようにはみえない。 

地上駅のホーム、トラムの駅、バス停の待合室は、三方と上を囲っただけの簡易構造

が一般的である。ストックホルム中央駅のホームには密閉式の待合室が整備されている。 

  地下鉄への階段通路   

  トラムの駅  

  通勤電車のホーム待合室(中央駅) 

 

(5) 住宅・建築の断熱と暖房 

  ストックホルム発祥の地ガムラスタンは古い建物が残る市街だが、窓は意外に大きい。

ガルマスタンの北に位置する新市街ノールマルムは、官庁街、商業地域として発展した。

こちらの建物群も、大きな窓を多用している。ハンマルビー・ショースタッドでも、大

きな窓の建物が多い。一方、概して建物の壁は厚く、40cm を超えるもの、中には 80cm

の厚みを持つ建物もある。スウェーデンにはログハウス建築の伝統があり、丸太の厚さ

が石造にも応用された感がある。 
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   ガムラスタン 

    ノールマルム 

  分厚い壁 

  遮光と断熱のためカーテンを 3 枚重ねにしているところもある。 

 

1990 年代は高断熱化の流れを受けて窓を小さくする設計が流行ったが、ユーザーの嗜

好を反映し、2000 年頃から商用ビルも住宅も、窓を大きくとるデザインが主流になった。 

窓ガラスは二重構造ないし三重構造が普及している。家庭では、窓辺の台は燭台とし

ての機能を持ち、外を照らす照明器具が置かれる。カーテン・レールは手前に敷かれ、

窓との間の空気溜まりで冷気を防ぐ。 

高緯度のため、冷気対策として建物の高気密化が重視されている。高気密環境では酸

欠を避けるための強制換気が必要で、ストックホルム市は毎年秋になると、建物の換気

検査に追われる。検査はオーナー立会いで行われ、不具合があると修繕が言い渡される。 

集合住宅や商業ビルでは排気熱の 90%を吸気に置き換える湿式熱交換器の普及が始ま

っている。差し引きで外部からのエネルギー流入のゼロを目ざす「パッシブハウス」で

は太陽光発電や地中ヒートポンプも設置される。 

ストックホルム市は市内の殆どの建物に温水を供給、冷めた水は回収して再利用して

いる。この地域暖房システムは 1950 年代の各戸・各建物での石炭による暖房が深刻な大

気汚染源となった反省に基づく。現在、熱源の多くはごみ発電の余熱である。 

市内の暖房は主として、①温水ヒーター、②電気ヒーター、③エアコンによる温風暖
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房、④ペレット・ストーブ、薪ストーブないし暖炉の 4 種。 

温水ヒーター、電気ヒーター、温風暖房の器具は、主として窓際に置かれている。温

水は床下暖房にも使われる。ストーブは煙突付きの固定のもので、煙突部分からも輻射

熱を発して家を暖める。ただし、商業ビルの 1F には窓際にヒーターが無い建物も多い。

厨房などの熱で十分な断熱構造を有しているからと考えられる。 

 温水貯蔵タンク 薪ストーブと2階を通る煙突 

    温水パネル 

    電気ヒーターパネル 

  ビル入り口の床ヒーター    

  施設中の温水パイプ。動脈と静脈がある。 

 

(6) ライティング 

スウェーデンでは、ライティングは室内照明としてだけでなく、外を歩く人への思い

やりとしても重要な文化となっている。その領域は、光のデザインと言って過言でない。 

人通りに面したビルは、シャッターやカーテンを降ろさず、朝まで照明が点けっぱな
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しのところが多い。照明は防犯の意味もある。著名な建物や建築彫刻は、随所でライト

アップされ、LED など省エネ・タイプの灯りが普及している。ただしスカンジナビアの

人々は、室内では淡い光や間接照明を好む。高級レストランの室内照明はおしなべて淡

く、ハンバーガーショップやコンビニエンスストアの照明も日本と比べるとおとなしい。 

     

  閉店後も照明を点けっぱなしのショーウィンドーやレストラン、オフィスビル 

 

ストックホルム市内では、スイッチを入れた瞬間に高い電圧が流れることで、電球の

球切れが頻繁に起きる。 

LED や電球に代わる蛍光タイプのライトの普及は進んでいる。市街地の信号は LED

に切り替えられている。市内の電気店では LED ライトが山積みにされて売られている。

また外を歩く人に優しい光を投げかけるデコレーション・ライトも需要がある。日本製

や日本メーカーの照明器具は殆ど流通していないが、和紙状の紙を使った照明や和風デ

ザインの照明を目にすることもある。 

   山積みの LED ライトや蛍光灯タイプのランプ 

    窓辺を飾るデコレーション・ライト 

      淡い光の室内電球。和風デザインも。 

    ガムラスタンの街灯。 
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    LED 化された信号、街灯 

 

  (7) 廃棄物政策 

ストックホルム市内では、可燃廃棄物や排泄物はエネルギー源に位置づけられている。

ガラス、金属なども資源ごみとして再利用が促されている。 

   ゴミは、自動車による回収とともに、地下の配管を通じたバキューム・システムの普

及が進められている。排泄物はいくつかの集積所に排水管を通じて集められ、バイオマ

ス原料としてバキューム・カーで新しい技術の実証プラントがある処理場に運ばれる。

採集されるメタンガスは、精製過程で CO2 を取り除き、バイオガス化する。気化ガスは

都市ガスとして、液化したバイオガスは自動車用燃料に供される。 

   ハンマルビー・ショースタッドにあるストックホルム・ウォーターの Henriksdal 下水

処理場の実証プラントに採用されたクボタの水処理技術は、ストックホルム市関係者か

ら、廉価で高性能だと高く評価されている。 

  ゴミ回収は未明から。 

  ハンマルビー・ショースタッドで作業中のバキューム・カー 

 

 (8) 緑化 

  ストックホルム市内は公園が多く、街路樹も整備されており、緑地は市の 30%を占め

る。また 30%は湖や運河などの水域が占め、60%が道路、建物、産業地域などにあてら

れている。 

市街地では屋上緑化をしているビルが多数みられる。ハンマルビー・ショースタッド

では壁面緑化をしている集合住宅も随所にみられる。例外的に、ガムラスタンは狭い島

に建物がひしめき道路幅も狭く、街路樹は殆どみられない。 
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 市内にあるユールゴーデン島。一切の新規建築が凍結されている。 

 市内の天文台博物館。多くの高台が緑地として残されている。 

 屋上緑化の例(ノールマルム) 

 屋上緑化の例(住宅展示場) 

 保存されている地方の古い民家。屋根の緑化は防寒の伝統文化。 

 

以 上 
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