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第 1 部：英国の取組と課題 

 
高瀬：まず、英国政府のエネルギー気候変動省からいらっしゃいましたアラン・クリフォードさんにお話を

うかがいたいと思います。アランさんについてはプログラムの裏側に経歴が書いてあります。エネルギー政

策にずっと関わってこられたプロの行政担当者ということで、グリーンディール政策を、立ち上げ、実施か

ら今の段階まで携わってこられました。また、ECO というエネルギー企業義務という政策も担当されている

ということです。これはエネルギー企業に省エネ改修などの義務を負わせるというような政策です。アラン

さん、どうぞよろしくお願いします。 
 
 
グリーンディール政策のこれまでの動向 
アラン・クリフォード 氏 （英国エネルギー気候変動省 グリーンディールサプライチェーンチーム 上

席政策アドバイザ） 

 

アラン・クリフォード：ありがとうございます。ジョナサンと私をお招き下さり、ありがとうございます。

このように皆様方の前でお話しできることは、大きな喜びです。イギリスのグリーンディール政策について

幾ばくかのお話ができればと思っています。 
 

 これから 30 分間の中で、政策の文脈についてお話しし、どのような狙いで何をしようとしているのか、イ

ギリスの住宅市場なども含めてお話しします。それからグリーンディール政策の仕組みについて、ステップ、

カスタマーについて、どのようにしてシステムを制定したか、どのようなシステムでどのような問題がこれ
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まであったか、などについてお話しします。また、他の補完的なイギリスの環境政策などについてもお話を

し、最終的にはグリーンディールでどのような成果が出ているかという統計的なところもお話しできればと

思っています。 

 

 

 イギリスでは 4 つのトップレベルの目標が定められています。これについては、皆さんもご存じかも知れ

ません。排出削減をするということ。これはイギリス政府にとって非常に大きな優先事項です。英国は、2050
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年までに温室効果ガス排出量を 80％削減するという法的な義務をもつ目標を、世界に先駆けて発表しました。

日本も 2050 年までに 80％削減という目標をもっていることを知っています。これは、非常に野心的な目標

ですが、我々はこの目標を達成できると信じています 
 これに加えて、ここ数年の差し迫った問題としては、英国のエネルギーの小売価格が上昇しているという

ことがあります。人々は、家を健康的な水準に暖めるための費用を賄うことが難しくなってきていると感じ

はじめており、エネルギー費用を支払うのに苦労しています。英国政府は、どうにかして、家庭のエネルギ

ー費用を下げられる方法はないかと努力しているところです。 
 またエネルギー安全保障の向上。需要を十分に満たすだけの供給を担保したいと考えています。1 つの方

法は、もちろん、需要を減らすことです。また、今後 10 年の間には、原子炉を廃炉していかなければならず、

それと同時に、灯りも灯したい（訳注：電力も利用してゆきたい）わけですから、それは大変チャレンジン

グな課題です。 
 良いニュースは、これらの課題は同時達成できるということです。エネルギー効率を上げてゆけば、需要

が減少します。エネルギー利用の効率化が進めば進むほど、必要な発電量も下がり、燃料の必要性も下がり、

価格が下がります。 
 また排出削減、エネルギー価格の低減ということに加えて、健康上のメリットもあります。英国の多くの

建築物はとても寒く、医療費を押し上げています。エネルギー効率向上によって、そのような問題の解決に

もなります。また、それ以外にもいくつか副次的なメリットがあると思います。 

 

 それでは、イギリスの住宅市場事情についてお話をしたいと思います。政策を決めていく上でかなり大き

な要素となってくるのが住宅事情だと思います。 
 イギリスには一戸建てを中心に 2,600 万軒があります。もちろんアパートやマンションのようなものも、

数百万軒あります。英国と日本の住宅事情の大きな違いとしては、英国の住宅は長寿命の構造となっている
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という点です。1 度建てたらほぼ永続的にそこに建ち続けるという考え方のもと建築しています。よって、

数百年以上前に建ったものが多くあり、かつ建築年代は多様であるという特徴があります。そして残念なが

ら、そういった建物の多くが、エネルギー性能が大変低いのです。熱が漏れやすく、暖房するのに非常にお

金がかかります。新築住宅のエネルギー性能基準は、15 年から 20 年前程度に、十分に高い水準に引き上げ

られました。ですから、この 10 年くらいは、英国のエネルギー効率や需要関連の政策は、新築を対象とした

ものではなく、中古住宅のエネルギー性能を高める方が主軸となってきました。そこのところが日本とは若

干違うかなと思います。 
 また、イギリスの家のほとんどはガス暖房となっています。天然ガスです。それから石油、石炭なども使

っています。電気での暖房を行っているものが 310 万軒ほどあります。 

 

 エネルギー効率を高めるためにまずすべきことは、熱が漏れるのを防ぐことです。熱が逃げないようにす

るということ、そのためには断熱が必要となってきます。屋根から熱が逃げるのを防ぐためにロフト（屋根

裏）の断熱を行い、壁の断熱も行います。 
 英国には 2 種類の壁断熱方法があります。英国には、戦前、つまり 1940 年や 1945 年以前に建てられた住

宅が 800 万軒ほどあります。そのような戦前に建てられた住宅は、一枚壁(solid wall)と呼ばれる壁となって

います。戦後建てられたものに関しては、中空壁、つまり二重で間に間隙があるタイプの壁が多くなってい

ます。残念ながら、80 年代、それから 90 年代の初めまで、断熱はほとんど行われていませんでした。その

ような住宅の効率は非常に低いことから、我々の政策は、壁を断熱改修することで断熱性を高めることが主

軸となってきました。 
 
 断熱改修については、中空壁の方が非常に簡単です。というのも、穴を空けてその中に断熱材を吹き込め

ばいいからです。値段としても 1 軒の住宅あたり、家の大きさにもよりますが、500 ポンドぐらいでできて
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しまいます。これまでにも、このような中空壁の住宅の断熱化については、多くの成功例があります。 
 一方、一枚壁の方は、断熱改修が若干難しいです。外壁にたくさんの被覆材を付けなければいけません。

スライドの左下にあるように、家の周りに足場を組む必要があり、1～2 週間かかることになります。その間

の労働者の賃金もかかることから、家の複雑さや外壁の面積にもよりますが、4,000 から 14,000 ポンドほど

のコストがかかることになり、これが立ち向かうべき問題となってくるわけです。 
 

 

 家、特に英国の家に関しては、他にも様々な対策があります。暖房の効率化、断熱、ドアや窓の断熱向上、

それから温水給湯器の効率化、もちろん小型発電（訳注：太陽光や地中熱ヒートポンプ、燃料電池など家庭

に設置する発電機器を呼称する。Micro generation）などもあります。このスライドに 30 ほど、いろいろな

対策が載っています。いずれもグリーンディール政策の助けを受けられるものとなっています。 
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 次のセクションに行く前に、英国でパークホームと呼ばれる家屋について手短にお話したいと思います。

パークホームは、30 年以上は使わないということを想定して作られているものです。ここが日本の住宅に若

干似ているように思います。もともとは休日用のものだったのですが、1 年間ずっと住まれている住宅が 25
万軒ほどあります。このパークホームは、冬には大変寒くなります。このような家について、断熱をする方

法を探し、このような家庭を助けようとしています。このような試みは、日本の既存の住宅について援用可

能なのではと考えています。 
 何故、エネルギーの効率化は進まないのでしょうか。何故、政府による介入が必要なのでしょうか。効率

化を進めたほうが、お金も節約できるし、家も快適になります。自然に進むべきことなのに、進まないので

す。我々は、英国における主要な 4 つの障壁を見つけました。この 4 つの障害は、いろいろな国に適用可能

だと思います。1 つ目は、エネルギー効率について無知であるということです。効率を上げることができる

のに、無駄な光熱費を払っていて、改善すべきであるということを知らないのです。もう 1 つ、大きいのは

初期費用です。安価な断熱改修でも支払うお金がない場合も多いでしょうし、お金があっても、休日の外出

や、より興味のあるものに使うことを望む場合も多いでしょう。また、手間の面もあります。在宅時に複雑

な工事が入ることで、不自由なことが出てきたり、時間をとられたり、面倒くさいということになりえます。

また、先ほどのスライドでお見せしたように、壁の種類によって対策が異なり、どういった対策をとるのが

最善なのかというのは、一般家庭ではなかなか見極めにくいという事情もあることから、我々は消費者が適

した対策を見つけられるための方法を探しています。 
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 われわれがこれまで行ってきた全ての政策のうち、主なものについては、これまで述べた障害を乗り越え

ることを目的としています。平たく言うと、最終的には現金を提供するということです。どんな政策であっ

ても、何らかのことをしてもらうためにお金を提供したり、規制によって何らかのことをしてもらったりと

いうことが中心でした。しかし、この 2 つ（お金を助成すること、そして規制をすること）については、政

策としてあまり革新的ではありません。 
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 そこで、グリーンディールでは、助成ばかりの政策文化から脱し、消費者が初期コストの 1 部でも自ら支

払うことを助け、前に挙げた障害のうちいくつかでも克服することを目指しました。 

 

 このスライド（2020 年までの断熱対策による CO2 削減限界コストカーブ）は、われわれが、助成金文化

から移行する必要があると考える理由を説明するものです。縦軸はそれぞれ対策の CO2削減トン当りのコス

ト（ポンド）を示しています（訳注：横軸は、それぞれの対策による CO2 排出削減量）。この横軸より下の

部分は、元がとれる対策です。つまり、コストがマイナス（利益が出る）ということです。横軸より上にな

っている部分については、元が取れないかもしれないものです。右に行けばいくほど、費用対効果は低いと

いうことになります。この図は主要な断熱対策に絞って作ったものですが、左側に緑色、また少し紫色もあ

ります。緑色は中空壁断熱で、費用対効果が非常に高く、これらについては既に多くの断熱改修を行ってい

ます。英国の中空壁の半分ぐらいが、先ほどのスライドに示した「これまで行った政策」のお陰もあって、

断熱改修が済んでいます。しかし、まだまだ断熱されていない中空壁もあることには留意が必要です。 
 少しずつ右側に行くにつれて、より青や赤が増えていきます。これらは一枚壁のもので、断熱によりお金

がかかり、費用は 1 枚あたり数千ポンド程度です。そのためほとんど断熱改修が手付かずとなっています。

これを助成によって進めるとしたら、政府としてもお金がかかりすぎることになります。消費者側が、「断熱

改修の費用の 1 部でも支払うことが、合理的である」と思えるような方法を見つけなくてはいけません。 
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 グリーンディールはこのような事情のもとで考えられた政策です。消費者が省エネ対策にお金を払うこと

を助け、光熱費の節約分によって省エネ対策分の費用を払ってもらおうという仕組みです。 
 グリーンディール政策について、最も簡単な説明方法は、顧客ジャーニー（訳注：顧客がどのような流れ

でグリーンディール契約や支払いを行うか）についての説明を行うことだと思います。 

 

 グリーンディールの枠組みを活用するには、主に 3 つのステップがあります。まず 1 つ目は、何をしたい
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のか、つまりどんな対策を導入したいのか、それによる節約額はいくらで、グリーンディール金融の支援は

どれくらい受けられるか、を特定するということです。省エネ診断士（Assessor）からお勧めの対策が得ら

れたら、その対策を行うにはいくらかかるかの見積もりを得るわけですが、そこでグリーンディール・プロ

バイダが介入してきます。プロバイダは新しいタイプの事業体です。顧客が受け取ったお勧め対策やエネル

ギー節約額の推計をもとに、顧客に対策導入の見積もりや、導入に関わる様々な雑務（いくつかの施工業者

への連絡や日程調整等）を一手に行い、また、グリーンディール金融の手配も行います。これらすべてがう

まくいき、顧客とプロバイダが契約合意をしたら、認証されたグリーンディール設置事業者が、設置作業を

始めることができます。その設置が済むと、消費者側は返済を始めるわけですが、グリーンディールが革新

的だと思うのは、この返済の部分についてです。通常のローンとは異なり、電気代に上乗せされるのです。

電気代の請求書に、グリーンディール代がどれだけなのかというのが新しい項目として列記されるようにな

ります。これには 2 つのメリットがあります。1 つは、電気代として返済金額が支払われるということで、

債務不履行になることが少なく、ローン返済が確実に行われるという自信が持てるという点です。英国では、

電気代を支払わない人というのは本当に少ないのです。電気代について、支払い不履行となる率は非常に低

く、よって、グリーンディールの返済を電気代に付帯させることで、融資機関や投資家などが、市場に参入

する自信を与えることができ、通常の担保なしローンと比べて、低い金利が提供されることになります。 
 電気代に返済を上乗せることのもう 1 つのメリットは、引っ越し、つまり人が新たな家に移る際に、ロー

ンは不動産とともに残るという点です。（引っ越す前の）家に対して、エネルギー効率を上げるような投資を

行ったのに、その家から引っ越したら、投資の便益はだれか別の人が得てしまうことになるからです。家か

ら引っ越した場合に、次に住む人が返済を引き継ぐことを可能とすることで、省エネ投資を行うことはより

魅力的になります。 

 

 ではグリーンディールについて、それぞれの部分に焦点を当てて見ていきたいと思います。最初は、グリ
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ーンディール・アセスメント（訳注：省エネ診断に該当）です。ここでは、どのような設備を導入するかに

ついて、お勧めを行うことを目的としています。顧客はレポートを受け取り、それをプロバイダに持ち込ん

で見積もりを得ることができます。アセスメント（省エネ診断）においては、2 つのことを行います。1 つ目

は、建築物そのものに関するものです。診断士は家に行き、寸法を計り、建築物の構造を把握し、どのよう

な燃料を使っているのか、既に行われている対策は何かを明らかにし、基準的な方法によって、エネルギー

が建物の中でどのような動きをするのかについて、つまり、建築物の物理的状況を明らかにします。 
 2 つ目は、居住者アセスメントです。これは全て、住んでいる人に関するものです。どのようにくらし、

どのようなエネルギーの使い方をし、家に何時間滞在し、何回シャワーを浴び、実際の光熱費はいくらくら

いか、というのを調べるということです。これらの状況によって、どれくらいのエネルギー消費があるのか、

そして対策によってどのくらい節約できるのかも変わってきます。 
 これらのアセスメントは、BRE（建築研究所）と政府の協働によって開発した基準的方法に基づいて行わ

れます。皆さまの中にご存知の方もいらっしゃると思われる SAP に基づいています（訳注：SAP とは、

Standard Assessment Procedure の略で、家庭のエネルギー・環境性能を評価するための方法。1992 年に

BRE が旧環境庁のために開発したもので、住居に標準的生活を行う世帯が十分に快適な環境を保ちつつ生活

をした際に、どれだけのエネルギーを消費し、CO2 をどれだけ排出するかを計算するものである。）。その方

法やデータベースが入った認証済みのソフトウェアを使って算出します。診断士の多くが、iPad のアプリや、

もしくは顧客の家にあるラップトップを使って計算しているようです。最終的には、全てのデータ（診断結

果）は、中央政府のデータベース（レジスタ(登録簿)と呼称）に格納されます。 
 
 このスライドに関しては、あまり詳細に立ち入らないようにします。 

 
 データやアセスメントの結果が、システムを通じてレジスタに登録される流れが書いてあります。ここで
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重要なのは有資格の認証診断士のみが、物理的にこの認証されたソフトウェアを使って、グリーンディール・

アドバイス・レポートを作成することができる、という点です。省エネ診断士は、トレーニングにきちんと

出て、そして認証テストに合格して有資格となります。そうなって初めて認証機関のメンバーとなり、認証

機関の監査を受けることになります。これがユーザー保護の対策として重要な点です。 
 

 

 このスライドは、ちょっと字が小さくて読みにくいかと思うのですが、実際に発行されたグリーンディー

ル・アドバイス・レポート（訳注：省エネ診断の結果を示すレポート）の 1 ページ目です。これは私の上司

が実際に受け取ったものであり、どういった情報を顧客が受け取るかについてご理解頂けると思いますし、

具体的な仕組みがイメージできるのではないかと思います。表の下半分には、私の上司が受け取った 3 つの

提案が書かれています。まず、一枚壁断熱、それから床の断熱、そして太陽熱温水器が提案されています。2
つ目の列には、どれだけの費用がかかるかについて示されています。この概算費用については、必ずしも実

際にかかるものではありません。これは概算であって、これを出すのは難しく、数字に幅が出てしまってい

るのがお分かりになるかと思います。これはあまりいいことではないので、できればこの幅を今後は狭めて

いきたいと思っています。しかし、概算値であってもこの情報が示されることは、顧客にとって非常に重要

であると考えています。 
 その次の 2 列は、予想節約額ですが、これには 2 種類あります。1 つは標準的な家庭がその家に住んでい

る場合には幾ら節約できるか、もう 1 つは、今、実際に住んでいる人の生活パターンだと幾ら節約できそう

か、です。何故 2 つ分けてあるかというと、家庭がプロバイダを通じてグリーンディール金融から受けられ

る融資額は、対策によって得られる最大限の節約額をもとに、上限が決まるからです。この「最大の節約額」

の考え方は、2 種類あります。1 つの考え方としては、エネルギーを標準より多く使うような家庭の場合、対

策による省エネ金額も大きくなるので、融資の額も増やしてしまおうというものです。しかし、一方で、別
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の家庭がその後その家に引っ越して来て、あまり所得が高くなかったりして、エネルギー消費が多くないと

いった場合、グリーンディール対策によって得られる省エネ節約額よりも多くの金額の返済義務を背負うと

いうことになってしまいます。 
 そのようなリスクを避けるためにも、実務的には、この家に住む標準的な家庭の節約額の数値を使うこと

に決めました。この値は、右側の列に書かれているものです。この初年度 173 ポンドというのが、これらの

対策によって節約できると期待される金額です。これがこのレポートの非常に重要な数値です。というのも、

この 173 ポンドというのが、ゴールデン・ルールで前提とする数値に該当するからです（訳注：ゴールデン・

ルールとは、月々の節約額を超える返済を行わない、つまり家計は対策を行うために追加的出費を行わない、

というグリーンディール政策デザイン上の決めごと）。 
 この数値こそが、グリーンディール・プロバイダが見積もりを顧客に提示する際に利用する値となります。

なぜなら、この数値をもとに、最大でどれだけの融資が得られるかというのが決まるからです。 

 

 金融について、お話しましょう。先ほど述べたとおり、顧客が引っ越した際、ローンは不動産に残ります。

この点が、グリーンディール政策が革新的であるという特徴です。電気代に上乗せで支払うという仕組みに

よって、返済されるということに信頼が生じます。金融の仕組み自体についても、これまでグリーンディー

ルのようなものはなかったので、グリーンディール金融計画作成については、ゼロから始める必要がありま

した。まず、グリーンディール・ファイナンス・カンパニーと呼ばれる非営利の民間企業を設立しました。

これはグリーンディール・プロバイダに対しグリーンディール・ファイナンス資金を提供する（プロバイダ

はそこから顧客に提供する）専門の金融機関です。ここに「15 の投資家が資金を出し合って」とありますが、

今は少し数が増えているかも知れません。これについてはジョナサン・ハーレー氏のプレゼンテーションで

情報提供があるかもしれません。エネルギー気候変動省(DECC, Department of Energy and Climate 
Change)、そして多くが政府による出資であるグリーン投資銀行(GIB, Green Investment Bank)などが、投
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資をしています。グリーンディール・ファイナンス・カンパニーは、この非営利の枠組みを通じて、基準と

して 7%、加えて固定の管理費という金利を提示することができています。7％といいますと、会場の皆さま

にとっては少し高めに思えてしまうかも知れません。住宅ローンやその他ローンについて、7％より低い金利

で借りられるということがあるからです。英国において、何故この 7％が非常に魅力的かというのには、2
つの理由があります。1 つ目は、英国では、約半分の人々しか、通常ローンや住宅ローンを組むことができ

ない、というものです。これは、今までの信用履歴などが関係しています。一方で、グリーンディール金融

を通じては、その仕組みの特性によって、80～90％の人たちが借りることができます。これが、グリーンデ

ィール金融の良い点の 1 つです。金利自体についても、特に小額で担保が無い場合、なかなかここまで低金

利のものは見つけにくいということがあります。クレジットカードの場合、年率 17％程度の金利ですし、無

担保のローンは通常 10％以上の金利となることが多いからです。よって、この 7％というのは、英国ではか

なり魅力的な利率なのです。 
 
 こちらの 2 枚のスライドは、グリーンディール金融によって、光熱費（電気代）がどうなるかを示したも

のです。左側にあるのは当初のエネルギー代、便宜上 1,000 ポンドとなっています。対策を講じて 650 ポン

ドに下がった場合、節約分は 350 ポンドであり、灰色で示した部分です。この場合、節約額の全額ではなく、

そのうちの 250 ポンドをグリーンディールの融資返済に充てることとしています。その場合、電気代は返済

額を上乗せても、100 ポンド下がることになります。 
 将来、10％ほどエネルギー代が上がってしまうと仮定しましょう。（このようなことは、英国ではクリスマ

スなどに起こります。）左側は、対策実施後のエネルギー代として、900 ポンドとなっています（訳注：返済

分上乗せを含む金額）。エネルギー代そのもの（訳注：返済額を含まない金額）は、650 から 715 ポンドに増

えています。しかし、グリーンディールの返済金額は（訳注：250 ポンドのまま）変わりません。よって、

対策を講じなかったとしたら、価格上昇後のエネルギー代は 1,000 ポンドから 1,100 ポンドに上がっていた

はずであり、節約額は 100 ポンドではなく、135 ポンドになります。（訳注：つまり、グリーンディール導入

後、エネルギー価格が上がった場合、家計が節約している額はより多くなることを説明しています。） 
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 これはもう 1 つグリーンディールの特徴なのですが、とても重要だと当初から考えていたものです。顧客

が関係者を信頼するということです。診断士、施工業者、そしてプロバイダもいます。このような企業がか

なり高い質の活動を行うことを確保する必要があります。そのような高品質が保たれることで、顧客は関係

企業を信頼し、仕事がしっかりと完了します。そうでなければ、グリーンディールのブランドは傷つき、や

ろうと言う人がいなくなることは避けられません。そこで、グリーンディール市場に登録した企業だけが使

える品質マークを作りました。消費者保護の措置として、クーリングオフ期間もありますし、また、何かあ

ったときのために保険の裏付けのある保証も提供しています。苦情がある場合には、ワンストップの窓口と

してプロバイダがありますので、どこにいえばいいのかもわかりやすい仕組みとなっています。それでも解

決しない場合、そのような未解決の苦情を扱うためのオンブズマンもいます。ジョナサンさんの方から、こ

の点に関してはもっと詳しくお話しして頂けると思います。 
 
 グリーンディール政策を構築するにあたって、主要な 4 つのものを構築しました。新たに法律を作りまし

たし、IT のインフラも作りました。新たな役割、あるいはスキルが発生したので、人々を訓練する必要が生

じました。なぜなら、それまでグリーンディール診断士（グリーンディール・アセッサー）というものはな

く、プロバイダもなかったからです。他にも色々、新しいものができました。よって、新たに人々が身につ

けるべき技能もでてきました。新たに管理する仕組みも必要となり、グリーンディール管理・登録機構（訳

注：ジョナサン・ハーレー氏がヘッドを務める組織。最初の 3 年間政府資金によって立ち上げを行い、4 年

目からは自主的資金源を確保し、自立して運営することになっている。）が現在行っている業務についても必

要となりました。 
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 これは、法律についてまとめたものです。まず、エネルギー法に新しい条項を設け、グリーンディールが

効力を持つようにしました。スライドの下に行けばいくほど、より細かい部分の法令を示しています。エネ

ルギー法の後に、これらの詳細なものができました。例えば、グリーンディールとは何であるか、グリーン

ディールの省エネ診断の認証とは何であるか、グリーンディール金融とは何であるか、というようなことを
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きちんと規定しました。更には実務規定(Code of Practice)といったより詳細な部分についても制定し、市場

参加者が従うべき条件を決めています。よって、それぞれの組織ごと、つまり、省エネ診断士、設置業者、

プロバイダといった全ての参加主体について、実務規定(Code of Practice)の章が存在します。そのような条

件に従わない、または従っていないとみなされる場合は、登録が抹消され、グリーンディール市場での活動

ができなくなります。いくつかの組織に関しては、現場でどのような役割を果たすのかといった、より細か

い部分まで規定が定められています。 

 

 グリーンディールは政府の補助金プログラムではないので、政策のコストについては比較的小さなものと

なっています。私のような政策を作る担当者への賃金、市場のスピーディーな立ち上がりを促すための若干

の投資、立ち上げ当初の省エネ診断士のトレーニングに約 100 万ポンドの費用がかかりました。一番お金が

かかったのはキャッシュバック制度です。キャッシュバック制度というのは、グリーンディールが始まった

ばかりのときに、市場に関わってもらうための期間限定の補助制度です。 
 
 これまで学んだ教訓についてお話します。グリーンディールというのはこれまでやられたことがない取組

みであり、前例が無いことから、やっていくうちにおのずと問題点が明らかになってきました。いくつかの

問題点については、既存の仕組みにグリーンディールをフィットさせるという性質のものでした。消費者保

護関連の法律は既にあったので、革新的なグリーンディール金融ローンを可能とするためには、消費者信用

法(Consumer Credit Act)の改正が必要でした。IT インフラについても、省エネ診断のソフトウェアや（訳

注：これまでの建築物のエネルギー性能評価の省エネ診断の仕組みをアップグレードし、住み方についての

診断を加えてレポートを発行する仕組みとする必要があった）、電気料金支払いの仕組みもアップグレードす

る必要がありました。アップグレードというのは、時にゼロから作るよりも難しい場合もあります。 
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 我々が作らなくてはいけないことに加えて、マーケットの参加者、つまり、アセスメント（省エネ診断）

事業者やプロバイダも自分たちのシステムを作る必要があり、これは我々が想定したよりも長くかかりまし

た。最初の時点では、かなり難しかったようです。資料や手引書を作ったのですが、やはりそれだけでは十

分ではないということで、ワークショップを開催したり、2 者会合を開いたりして、そうした企業の立ち上

げを支援しました。そのことについてもジョナサン・ハーレーさんから詳細な説明があると思います。 
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 結果として、グリーンディールが始まった当初、我々がつくるべきインフラは完成していたにも関わらず、

市場参加者はまだまだ準備ができていないという状況でした。そのため、想定したよりも初期の実施率は低

くなってしまいました。 

 

 グリーンディールと並行して実施したいくつかの枠組みについてお話します。キャッシュバック制度とい

うのは期間限定の制度です。現在も行っていて、あと数ヵ月間有効かと予想しています。顧客が省エネ対策
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を施工した場合、その費用の決まった率の助成金が与えられますが、助成を受けるには、グリーンディール

の工程を経る必要があります。つまり、グリーンディール省エネ診断を受け、グリーンディール設置業者に

設置を依頼しなくてはいけません。グリーンディール金融から融資を受ける必要はありませんが、その場合

でもグリーンディール・プロバイダに様々な手配を依頼する必要があります。つまり、狙いはグリーンディ

ールの工程に慣れ、市場参加者のシステムがしっかり動くようにし、市場を動き始めさせる、というもので

した。 

 

 現在、グリーンディール・コミュニティー制度を立ち上げています。予算額は 8,000 万ポンドです。自治

体は、グリーンディール金融を使った地域レベルのエネルギー効率化のプロジェクトを、入札（応募）する

ことができます。入札に勝つプロジェクトというのは、グリーンディール金融を他の資金源、特にエネルギ

ー企業義務(ECO, Energy Company Obligation)（訳注：2013 年 1 月から全英にて始まった規制で、一定規

模以上のエネルギー企業（電力会社・ガス会社等）に対し、家庭の省エネを件数ベースで義務付けている。3
か月に 1 度入札を行い、義務量を 2015 年 3 月末までに達成する必要がある。グリーンディールとの組み合

わせで高コストの断熱改修（一枚壁等）を進める等の役割が期待されている。）のものと組み合わせ、かつ 1
軒 1 軒ばらばらにではなく、ストリート全体を対象とするものとなるでしょう。応札するプロジェクトに求

められているもう 1 つの点は、地域の各組織の結びつきを高めるようなものであってほしいということです。 
 グリーンディールと並行して、大きい政策というのが、エネルギー供給者義務(ECO)です。ECO を説明し

ようとしたら、1、2 枚のスライドでは十分ではなく、1 つのプレゼンをすることになりますが、簡単に説明

してみます。ECO は法的な義務で、エネルギー供給事業者が家庭における炭素排出削減をする責任を負うと

いうことです。具体的には、現在 7 社ある一定規模以上のエネルギーの供給業者に対して、それぞれ X 百万

トンの炭素排出を 2017 年までに削減しなくてはなりません、と告げます。そして、行ってほしいエネルギ

ー効率化の対策はこういうものである、と告げます。その後は、エネルギー供給事業者に任せます。どのよ
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うな形で進めるかを、事業者に完全に任せるのです。 

 

 

 顧客に補助金や助成金を提供する形で進める事業者が多いのですが、その他のマーケティング手法を駆使

して行うこともできます。ECO は、CERT(炭素排出削減目標, carbon emissions reduction target)の枠組み

を引き継いでいます。発想としては、グリーンディール金融と ECO による支援をミックスすることができ

るし、またはそれぞれ別々に（グリーンディール金融のみ、または ECO のみ）利用することもできるとい
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うことです。 

 

 

 最後に統計を紹介して、終わりにしたいと思います。2013 年 1 月ないしは 2 月（訳注：グリーンディール

は 1 月末にスタートした）から、45 万軒の家庭に 50 万程度の省エネ対策が、グリーンディールの枠組みの

もと、導入されました。うち、一枚壁の断熱は 5％でしたので、おおよそ 3～4 万件の一枚壁の断熱が行われ

たことになります。14.5 万件のグリーンディール省エネ診断が実施され、その多くが好意的な感想を寄せて
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います。アンケート調査を行ったところ、80％程度の人たちがアセスメントは有意義であったと回答し、勧

められた対策のうち少なくとも 1 つを（多くの場合は 1 つより多い対策を）導入したと答えています。 
 最も残念な結果は、グリーンディール金融を利用した計画の数は比較的少なく、現時点で 1,700 件程度だ

ということです。この数値が小さいのは事実なのですが、いくつかいいニュースもあり、まだ失望する必要

はありません。まず 1 つ目は、前にも言いましたとおり、プロバイダの立ち上げと実質上の業務開始に、私

たちが思っているよりも時間がかかってしまったことから、グリーンディール開始から最初の数カ月は、グ

リーンディール金融を提供してくれる人がいなかったのです。顧客からはグリーンディール金融を利用した

いという要望があったとしても、グリーンディール計画（訳注：グリーンディール金融を使い電気料金から

返済する仕組みを採用したものをグリーンディール計画(Green Deal Plan)と呼称）を作ることのできる人が

いなかったのです。もう 1 つとしては、グリーンディール政策は長期スパンで考えているという点です。こ

れから 20 年程度は存在しつづけ、2030 年ないしは 2035 年までの時間をかけて、全ての住宅ストックの改

修を進めてゆきたいと考えています。まだまだ長い期間があり今後どんどん改善していく余地があります。 

 

 スライドには、グリーンディール計画（訳注：つまりグリーンディール金融を利用し、電気代から返済し

ていく契約を結ぶこと）の成約件数が、上昇傾向であることが示されています。 
 私からのプレゼンテーションは以上です。後で質疑応答の時間もあるようですので、詳しく聞きたいとい

うことがありましたら、お答えしたいと思います。どうもありがとうございました。 
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高瀬：アランさん、ありがとうございます。ここで質疑応答という予定でしたが、この後のジョナサンさん

のプレゼンテーションに出てくる内容で答えられる質問も多いと思いますので、少しプログラムを変更し、

ジョナサンさんのプレゼンテーションに移らせて頂きます。 
 ジョナサン・ハーレーさんは、グリーンディールの、Green Deal Oversight & Registration Body という、

実際の運営をする機関ということで、政府から委託を受けているジェムサーヴという会社の主席コンサルタ
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ントでいらっしゃいます。エネルギー関係企業での経験もお積みになり、現在はグリーンディールの立ち上

げからすべての運営の実務を担当されているヘッドの方です。 
 
 
英国グリーンディール政策や他のエネルギー効率化枠組みの運営経験について 
ジョナサン・ハーレー 氏 （ジェムサーヴ経営コンサルティング 首席コンサルタント・グリーンディ

ール管理・登録機構 運営ヘッド） 

 
ジョナサン・ハーレー：まず私の背景からお話をしたいと思います。エネルギー、環境に関しては過去 15
年携わってきました。10 年ほど、ヨーロッパの大手エネルギー企業 E.ON におり、それからジェムサーヴに

来て本日お話しする内容の仕事をしてきました。本日お話することに関してですが、アランさんの方から政

策の話がありましたので、私の方からは政策の実装、運用などについてお話ししたいと思います。市場と共

にこのグリーンディールの成功に向けどういったことをしているかについてお話ししたいと思います。 

 


