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 最後に 1 つだけ、家庭との絡みで言いますと、後から新しくプロジェクトを追加できるプログラム型プロ

ジェクトというスキームがあります。普通の場合はボイラーを 1 個入れると 1 つのプロジェクトということ

になってしまうのですが、例えば家庭の太陽光というのを 1 万件集めてきます。普通、1 家庭あたり年間に

CO2は約 1 トンしか削減されないのですが、それを 1 万件集めることで 1 万トンの削減量になるという、費

用対効果が非常に良いようなプロジェクトというタイプを用意しています。こちらは先ほどの HEMS や

BEMS の Aggregator のような形で、運営をとりまとめる人を置き、統計学的なサンプリング手法を使いな

がら費用対効果を良くする形で運営しています。今こちらの方がクレジットの制度の中で占める割合がかな

り大きくなっているという状況になっています。 
 
高瀬：森川様、ありがとうございました。実は J-クレジットのプログラム型の一環として、日本でグリーン

ディールを行ったらどうなるかといったような実験ができないかということがあり、森川様に J-クレジット

について是非詳細にお話しして頂きたいということをお願いしました。引き続き環境省の地球環境局 地球温

暖化対策課 増田課長補佐よりお話を頂きたいと思います。環境省ではこれからご紹介頂く家庭エコ診断とい

う、グリーンディールで言えばアドバイザに相当するような方を育成するというプログラムを最近始められ

ました。グリーンディールを視野に入れた政策もずいぶん工夫されてきたという経緯についてもお話し頂こ

うと思っています。増田さん、よろしくお願いします。 
 
 
地球温暖化対策の取り組みについて～低炭素ライフスタイルに向けて～ 
増田 大美 氏（環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 課長補佐） 

 
増田：皆様こんにちは。私、先ほどご紹介頂きました環境省 地球温暖化対策課の増田と申します。本日はお

招き頂きましてありがとうございます。 
 今日は温暖化対策の中でも、特にグリーンディールの話と関連が深い、家庭向けのエコ診断について中心

的にご説明できればと思います。家庭版の ESCO 事業を念頭に置いて進めていきたいという考えのもとで始

めています。また住宅の省エネルギー、あるいは低炭素住宅という観点から申しますと、国土交通省をはじ

めとして経済産業省、環境省、この 3 省が主に関わって、温暖化対策の住まいと住まい方という点で一緒に

取組んできているという経緯があります。よろしくお願いします。 
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 本日の目次、全体像ですが、まず初めに背景として、気候変動対策、政策、全体的な動きがどうなってい

るかというお話をいたします。その上で 2 番目といたしまして、特に環境省の場合ですと住まい方だとかく

らし方というところに重点を置きつつ、様々な対策をしていますので、全体像をお話しします。最後に家庭

エコ診断ということで、こちらは 3 年間モデル事業をやってきていますので、ご説明をします。 
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 こちらは皆様ご承知のとおり世界の温室効果ガス排出量の中で日本がどのような位置を占めているかとい

うグラフです。 
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 今の国際交渉の流れとしましては、2020 年までの取組みというところでいきますと、日本はカンクン合意

という名のもとに隔年報告書を提出する、国際的なレビュー・分析を受けるというプロセスの中にいます。

京都議定書については、ご存じのとおり、第 2 約束期間から不参加という形になっていますが、カンクン合

意に基づいて対策をしております。 

 

 日本の温室効果ガス排出量はこちらのグラフです。見て頂きますと、2012 年度の総排出量、速報値ですが、
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13 億 4,100 万トンとなっていまして、こちらが京都議定書の目標と比べてどうなのかということを整理した

グラフになります。森林の吸収量の目標と、京都メカニズムのクレジットを加味しますと、2008 年から 12
年度の 5 年間の平均で基準年比、1990 年に比べてですが、京都議定書の目標は達成するという見込みになっ

ています。 

 

 2020 年の削減目標についてご紹介させて頂ければと思います。こちらは昨年の 11 月、COP と呼ばれる国

際会議の場で環境大臣の方からもご説明をしています。2020 年の削減目標について見直した結果を発表した

もので、2005 年度比 3.8％減というものを打ち出しています。原子力発電をどのようにするかという議論も

あり、エネルギーの政策全体、エネルギーミックスというのはまだ固まっていない段階で、日本として目標

を出さなければいけないという状況がありましたので、この時は原発による温室効果ガスの削減効果を含め

ずに暫定的な目標ということで登録をしています。今後エネルギーミックスの検討状況を踏まえて見直して

いくことにしていますが、大幅な省エネ、それから再エネ、さらにはフロン対策、二国間クレジット制度、

森林吸収源と、こういったものをすべて見込んだ値として 3.8％というものを登録しています。 
 
 では次に、目標のもとでどのような対策を行ってきたかというところです。 
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 お手元の 9 ページのところに、エネルギー起源 CO2の部門別排出量を書いています。上から産業部門。そ

れから業務その他部門。例えばオフィスなどが入ります。それから運輸部門、家庭部門と続いています。家

庭部門と業務その他部門が 1990 年から比べると徐々に増えてきているという傾向が見て取れるかと思いま

す。特に家庭部門は世帯数が増加していること、電力排出原単位が悪化していることもあり、増加傾向にあ

る状況です。こういったところから、民生家庭部門の対策をより一層推進していかなければいけないという
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ことで、今、対策を進めている状況です。 

 

 10 ページからが、様々な対策方法のご紹介です。1 つには既存住宅・建築物の低炭素化ということが挙げ

られます。後ほど国土交通省の方からご紹介があると思いますが、新築の住宅建築物については、省エネル

ギー基準があります。そちらを満たしていないからといって今は特にペナルティーというものは無いのです

が、2020 年までに省エネ基準の適用義務化を進める方向になっています。一方でストック、既存の建物につ

いてはこの方向に含められておらず、多面的な方策が必要だろうというように整理しています。左の方にあ

りますのが、今の既存のストックも含めた断熱性能です。無断熱というのも比較的多くあります。環境不動

産、この中に一定程度、マンションなどの集合住宅が含まれていますが、こういったところに入居していな

い理由を聞くと、環境不動産そのものが少ないという話があります。そこで、右側に書いてある対策、例え

ば金融手法を活用したやり方ということで、国土交通省と一緒に官民でファンドを作り、環境不動産や耐震

性能が高い不動産を推進しています。また、その下にあるように、非常に高い技術、Best Available Technology
と呼んでいますが、こういった技術の組み合わせによって削減を約束する場合にも支援制度を設けています。 
 
 また、実際ハードを入れるだけではなくて、ソフトの部分でも減らせる余地があるという視点から、大規

模な事業所やビルが中心ではありますが、二酸化炭素の削減ポテンシャルの診断をこれまで行ってきていま

す。左の方のグラフは、横軸が平均対策の費用、縦軸がその対策を実施しているかどうかの率になりますが、

平均対策費用が比較的少ないものであってもなかなか対策が実施されていないという例も多くあります。ポ

テンシャルを診断することによって、まず実際運用されている方に情報をお伝えし、その上で皆様の方で対

策実施を促していくことが重要であろうと考えています。 
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 12 ページですが、こちらは住宅でのライフスタイルを低炭素化する話です。家庭用の機器も様々な機種の

ものが出てきています。上の方を見て頂きますと、家電の機器別電力消費の推移として、一般的に使われる

ような照明や冷暖房以外も様々な機器が出てきています。更に機器の大型化、多様化が進んできているとい

う状況もあり、家電からの電力消費が増えているという状態です。一方でこの下のグラフは冷蔵庫の省エネ

基準の達成率を容積別に示しています。上の方が単身世帯向けの 200 リットル以下の容量の小さい冷蔵庫。
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下の方が大型の冷蔵庫ということになります。大型の冷蔵庫ですと、省エネ基準の五つ星が占める割合が非

常に大きいという状態がありますが、単身世帯、200 リットル、300 リットル台になるとそうでもなく、星

が非常に少ないものも多数を占めているという状態にあるので、情報不足というものが省エネ化の阻害要因

の 1 つに成り得るだろうと考えています。こういったことも踏まえて、家庭向けにエコ診断というものをし

て、その中で情報提供をしております。 

 

 13 ページ目です。それぞれ個別に対策を促す、先ほどのように直接働きかけるというよりはキャンペーン

的に様々なメディアを活用して情報提供をしているということです。クールビズ、あるいはウォームビズと

いった形で、ビジネスシーンで、室温が 28 度でも快適に過ごせるようなライフスタイルの提案、そういった

ものを推進しているという状況です。 
 
 14 ページから家庭のエコ診断ということで、まさにグリーンディールに今回一番関わりが深いかと思うと

ころについてご説明をさせて頂きます。こちら、家庭版の ESCO を鑑みて、3 年前からモデル事業という形

で進めてきています。クレジットとの関係ということも視野に入れており、現在ではすぐにクレジット化と

いうところまではまだ進んでおりません。そういった状況も合わせてご報告できればと思います。 
 



 

103 

 

 

 まず、家庭エコ診断と我々が呼んでいるものを、15 ページに今のイメージということで書いています。こ

ちらを見て頂きますと、左側に受診世帯がいらして、真ん中のところに中立なエコ診断の実施とあります。

こちらが診断をされる診断士の方ということになります。基本的にはハードとソフトの両面の対策を提案し

ていまして、1 つには設備、機器を買い替えるというご提案、それからその使い方、使用方法のご提案があ

ります。その上で、今あるような様々な支援制度を必要に応じてご紹介していきます。更には下の方に書い
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てありますように、個別の業者に対して紹介し、見積もりを提示するといったこともやっていくことを考え

ています。 

 

 家庭エコ診断は、これまで 3 ヵ年試行的に進めてきました。皆様ご家庭の中で、省エネ対策等そもそも情

報が無いという方もいらっしゃいますが、情報があってもなかなかすぐに取組みづらいということがありま

したので、後ほどご紹介する専用ソフトを使って各家庭に応じた診断結果をお出ししています。これまでモ

デル事業を 3 ヵ年やってきましたが、みなし削減量という形でどういった対策を診断の後に行ったかをうか

がった結果、平均排出量の約 2 割程度をご家庭で削減できているという成果も出ています。 
 
 現在の体制について 17 ページを見て頂きます。3 年前は約 8,000 世帯の家庭で行っていましたが、今年度

は約 15,000 世帯で受診頂いている状況です。ルートとしては 3 つあり、左側にありますのが地方自治体。地

方自治体の中で、地域での低炭素化事業の一環として実施されている所があります。真ん中のところに地域

事務局とありますが、全国 45 ヵ所に地域の温暖化防止センターというものがあります。環境 NPO などがさ

れている場合も多いのですが、こういったところの方が診断員としてやっているというケースがあります。

右側にあるのが民間企業です。18 社が今やっていますが、下にあるような事業者、例えばガス会社、あるい

は石油のようなエネルギーの供給会社もあれば、ジャパンビルディングネットワーク様、工務店の組織の方々、

町づくりの協議会の方々、ビックカメラ様、全農様、様々な業種の方に入って頂いて、社員の方が診断員に

なられています。 
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 診断の流れですが、ステップの 1 つ目はエネルギー使用状況、あなたの立ち位置はここですよということ

をご説明する。2 つ目は、どこから CO2が出ているかということを分析する。3 つ目は、具体的な対策をご

提案していくというステップになります。 
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 こちらで一旦、家庭エコ診断のソフトを見ながらご説明できればと思います。どんなものかということを

簡単に見て頂ければと思います。 
 まず、診断を受けて頂く時の画面です。実際にはパソコンなどを診断員の方がお家に持って行かれる場合

と、イベント会場で診断をする場合という 2 種類があります。実際に家に入るのはちょっとという方もいら

っしゃるので、イベント会場でされることが多いです。大体 40 分から 60 分くらいかけて 1 家庭について診

断を行っていくことになります。専用ソフトを使って行っていくのですが、まず事前に調査票をお送りして

アンケートに答えて頂いています。例えばこの方ですとお住まいや光熱費、冷暖房、家電というようなとこ

ろを書いていくことなります。次に、家庭の現状ということで、実際あなたのところはご家庭として他の平

均的な世帯に比べるとどうですか、ということをお見せするというシーンがあります。どのように対策を立

てていきましょうかということ、例えば頑張って減らしてみようかとか、目標設定の画面がこちらです。排

出の内訳を示し、どこから出ているかというのを見た上で、ご家庭が興味を持ってらっしゃるところ、大抵

の場合ですと給湯、あるいは冷暖房というところが多くなりますが、あとは自家用車、そういった、どの分

野を診断していくかということを決めていきます。10 分野ほど揃えています。このソフトは基本的に一般的

なカタログ値などをベースにして作っていますので、定期的なアップデートが必要な状況になっています。

更に細かく診断員の方と受診者の方とでお話をしながら進めていくわけなのですが、診断をひと通り終えた

時には診断結果、例えば冷暖房分野ですと、幾つかの対策がこういった形で出てきます。15 の対策がこちら

の左側に表示されています。右の軸はお金、元がとれるかどうかを、非常にシンプルな物言いで書いてあり

ます。右側にいくほどお得という状況になります。縦軸は CO2の削減量を大きいものから小さいものまで示

しています。この上で、どの対策を選ぶか、これはあくまでご家庭に選んで頂くということをしています。

無理にお願いをしてもなかなかできるものでもないので、ご家庭の中で、例えばですが、省エネ型エアコン

を設置しようかなというようなことであれば、こちらの対策項目を動かして選択して頂くということをして

います。こういった形で 1 つ対策を行うとどれくらい減るかということを示していくという話になっていま

す。 
 その上で総合診断という形です。結果と対策を最終的に選んで頂いて、これを対策するとどれくらい減り

ますよということをお示ししています。 
 最後にレポートをお出ししています。お勧めの対策を皆様全体にお話ししながら、あなたのご家庭ではこ

ういった分野で対策ができますということをレポートのような形でお渡ししています。 
 
 また資料の方に戻って頂くことになります。こういった診断を続けてきているのですが、診断を受けられ

る方々はどういったものかということも分析しています。19 ページは今まさに家庭エコ診断のターゲットを

絞った時の図になっています。これは 3,000 名の方々にウェブアンケートを実施して、どういった層の方で

あれば、家庭エコ診断に興味を持つのか、受診意向が高いのかということを整理しています。クラスター分

析の結果を書いていますが、丸と書いてあるピンク色のところは、皆様受診意向も興味度も高い方々です。

例えば、第 7 クラスターなどは非常にわかりやすく、50 代から 60 代の夫婦の方で、今リフォームを考えて

いるような方です。リフォームをやる際に家庭エコ診断も受けて頂ければ様々な対策に繋がり易いというこ

とがあります。 
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 26 年度からということで、今年の 4 月からになりますが、家庭エコ診断について新しい制度を始めようと

していますのでそちらのご紹介です。20 ページを見て頂きますと、今までの 3 年間で取組んできた内容、例

えばどのように診断を行うのか、あるいはどのようにその診断員の育成をしていくのかという議論をし、今

年度内にガイドラインをとりまとめて来年度からは 2 つの運営をしようと考えています。1 つは資格試験で

す。先ほどのグリーンディールの話でいきますと、アセッサやアドバイザというものがありました。アドバ
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イザの方々の 1 人 1 人の資格試験の運営を行うというものが 1 つ。もう 1 つは、アセッサ、診断を実施する

機関の方々の認定をどのように行っていくかというところを含め、様々な制度運営に関わる事務局を設置し

ようと考えています。 

 

 もう 1 つ特徴的なものとして、こちらに書いてあります。これまで環境省が実施してきたうちエコ診断と

呼んでいるものが、この図でいきますと左側にあります。もう 1 つ、民間企業が独自で様々なソフトを作ら

れています。そういった独自のソフトにつきましても、一定の要件を満たせば、例えば各分野の CO2排出量

がきちんと出ている、あるいは分野毎の内訳も示した上でご家庭に対策の提案ができる、そういった要件を

満たせば、独自の診断として大きい傘の枠の中に入れましょうということを考えております。 
 
 22 ページですが、こちらは診断員の方の認定です。診断士と書いていますが、来年度からは資格試験を受

けて頂いて、診断士として認定されれば先ほどのソフトを使うことができるという形になります。診断員と

して認定されたら、ソフトの使用、管理というところもありますので、診断を実施する機関のどこかに所属

して頂くということを考えています。 
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 こちらの 23 ページが先ほどの診断実施機関の認定のところです。環境省の方からまずその事務局を募集す

る予定ですが、募集した事務局から、例えば各地方自治体、民間企業、あるいは各種団体の方々を診断機関

として認定し、その下に診断員の方に入って頂くことを考えています。この緑色の矢印、右側の方は、先ほ

どの独自のソフトを持っていらっしゃる方々です。 
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 24 ページは予算措置のご紹介です。先ほどの診断をサポートするところはどちらかと言いますと、下の図

の中の委託、診断体制の整備という部分が主となりなります。実際診断実施をされる機関の支援については、

補助事業を考えています。 

 

 資料としては出てこないのですが、今日前半のお話をうかがっていて、日本の中でグリーンディールを考

えるにあたり、2 つの点は、今、整ってきているのではと思いました。1 つ目の点は、人作りの部分です。診
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断をできる方に関しては、家庭エコ診断と、診断士の方々のバックアップによって、アドバイザに近づく部

分があるのではと思っています。2 点目としては、家庭が頑張って省エネをした時、それを確認できる実施

体制があるかというところです。実際 HEMS やスマートメーターというものが徐々に入ってきています。こ

の動きが広がり、条件が整えば、非常に難しいけれどもベースラインを考えることができるのではないかと

思っています。環境省の方で家庭向けの、家庭部門での CO2の排出実態の統計化を目指して、今、動いてい

ます。その部分についてもデータが出てくれば、関わりが出てくると思います。 
 一方で、課題もあります。1 つは、こういった家庭エコ診断と様々な各種支援事業をどのようにリンクし

ていくかということです。もう 1 点としては、金融機関といかに連携していくかというのが課題になってく

るかと思います。金融機関にとってみれば与信の問題がご家庭に対してあるということでした。今後どのよ

うなステークホルダーと一緒にやっていけるかということが課題としてあるかと思っています。以上、あり

がとうございました。 

 

 
高瀬：増田様、ありがとうございました。では引き続きまして、国土交通省 住宅局 住宅生産課 課長補佐の

宮森様より住宅・建築物の省エネルギー政策についてお話をうかがいたいと思います。宮森様、よろしくお

願いします。 
 
 
住宅・建築物の省エネルギー施策について 
宮森 剛 氏（国土交通省 住宅局 住宅生産課 課長補佐） 


