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松橋：それでは、皆様お疲れと思いますが、もうしばらくお付き合い頂いてお話しさせて頂きたいと思いま

す。 
 今日は日本における家庭部門の省エネの推進のための政策の提案という題目で、私と、今お話ししました

研究員の高瀬、それから磐田の 3 名の共著で発表させて頂きます。 
 
 まず少し大きなところからということで、どのようにしたら私たちは豊かな省エネ社会、あるいは豊かな

低炭素社会というものを作れるのだろうかと。それに対してはグリーン・イノベーションを推進しようとい

うこと。そのグリーン・イノベーションとはここでは省エネや低炭素など、システムの経済性を考慮したグ

リーン・イノベーションを推進していくこと。これが豊かな省エネ社会、豊かな低炭素社会を作ることに繋

がると考えています。 

 

 グリーン・イノベーションをもう少し具体的に定義するのですが、シュンペーターの定義に従ってプロダ

クト・イノベーション、プロセス・イノベーション、マーケット・イノベーション、サプライチェーンのイ

ノベーション、制度、組織のイノベーションと、5 つのイノベーションをグリーン・イノベーションになぞ

らえて定義をしています。最初の 2 つはテクノロジー、技術に関するものです。 
 例えば、このグリーン・イノベーションのプロダクト・イノベーションと言いますと、電気自動車、太陽

電池、省エネ家電製品、蓄電池等々もかなり安くなってきています。こういったものが特に家庭や最終需要

部門に入っていきますと、製品が入れ替わり、効率が上がって CO2が削減される。こういうものをプロダク

ト・イノベーションと呼んで、非常に将来性があると我々は踏んでいます。 
 次にプロセス・イノベーションはどちらかというと最終需要ではなく産業のプロセス。例えば鉄鋼や、セ

メントなど、エネルギー多消費産業のプロセスに効率が上がる設備を入れて、省エネ、CO2 削減を進めてい

くものです。日本においては、先ほど森川様の方から省エネ法のお話がありましたが、1970 年代からかなり
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省エネ技術の推進をしていましたので、エネルギー多消費産業における省エネの可能性というのは少なくな

ってきていますが、海外においてはまだまだ産業のプロセス・イノベーションの可能性はあるということで

す。 
 マーケット・イノベーションというのは排出量取引や、フィードインタリフです。こういう固定価格買取

制度といったものが新しい市場を作り、省エネ、あるいは CO2削減を進めていくというようなことです。グ

リーンディールもこのマーケット・イノベーションの 1 つに分類されるかと我々は考えています。 
 サプライチェーンということで、スマートグリッドのような形でエネルギーの流通の仕組みを変えていく

ことも大事なことです。 
 この institutions and organizations というところでは、先ほどご紹介のあった省エネ法のトップランナー

制度といったもの、つまり新しい法制度によって規制を強める、あるいは規制を緩和する、そういうことに

よって新しい省エネや低炭素のビジネスモデルを活性化していく。こういうことも大事であろうと考えてい

ます。 
 テクノロジーに関する 1 と 2、テクノロジーではない制度、マーケット、そういう、社会に関する 3 つ、

この 3 つと前 2 つをどうにかしてうまく結びつけて整合性をとることでグリーン・イノベーションが活性化

されるのではないかと考えています。 

 

 グリーン成長というものも、よりマクロに我々は定義をしていこうと思っています。グリーン成長という

のは、再生可能エネルギーによる経済成長であると、やや短絡的に定義する見方がありますが、我々はもう

少し幅広い考え方で定義をしたいと思っています。ここでは、GDP 当りの CO2 を低下させていく、その中

で持続的な経済成長が行われて雇用がきちんと確保されていく、こういうことをグリーン成長と定義する。

そうすると 3 つのタイプが出てきます。 
 タイプ 1 のグリーン成長というのは、先ほど申し上げた家庭やエンドユースの省エネ家電、エンドユース
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の太陽電池、そういったものを普及させることで、主に家庭の中で省エネや低炭素化を進めながら経済成長

を実現して、GDP 当りの CO2を下げていく、改善していく。これをタイプ 1 のグリーン成長と呼んでいま

す。 
 次にタイプ 2 のグリーン成長としては、先ほど申し上げたプロセス・イノベーションです。エネルギー多

消費産業のプロセスを改善して、そしてその産業部門の GDP 当りの CO2を低下させる、改善する。そうい

うことで実現されるのがタイプ 2 のグリーン・グロースで、これは日本においてはかなり飽和している面も

ありますが、海外においてはまだまだ大きな可能性があります。 
 タイプ 3 のグリーン成長として私たちが定義するものは、経済構造の変化です。例えばここに書いてある

ICT、サービス、医療、福祉、教育、文化、スポーツ、こういったものはもともと付加価値当りの CO2 の低

い業種です。そしてこういった部門はこれからも日本において、あるいは先進国においては、経済構造全体

の中で必ず割合が大きくなっていくものです。そしてこれらの割合が大きくなっていくということは、経済

構造全体の中では GDP 当りの CO2が改善されていく、低下していくということになるわけで、これを私た

ちはタイプ 3 のグリーン成長と呼んでいます。これも大変面白いもので、例えば介護を見ると、既に GDP
の 1％、5 兆円が出ているのです。お金がかかってしょうがない、介護は負担である、そういうトーンのマス

コミの報道等が多いのですが、逆に 1％の GDP が出ていて、これから必ず成長していくものですから、これ

を大事に効率よく成長させていくということが、雇用を生む、低炭素の成長をしていく、という上では非常

に大事であるということになります。 
 今日はタイプ 1 のグリーン・グロース、ここに焦点を当てて、お話を進めます。 

 

 タイプ 1 のグリーン・グロースによってなぜ豊かになるのかということですが、省エネ機器、たくさんあ

ります。例えば、省エネ型の冷蔵庫を入れる。そうした時にライフサイクルのコストが削減されます。そう

しますと、年々に換算していくと年々の電気代の節約が支払額より大きくなるということになる。従って、
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可処分所得に余剰が出るということ。その分を別のものの購入に充てる。別のグッズやサービスの購入に充

てる。従ってコンシューマーの効用、満足度が上がっていくということで、最終的には厚生額と言っていま

すが、welfare value が増加するということに繋がるだろう。 

 

 

 ということは当たり前のことを言っているのですが、例えばこれを絵にしますと、これは LCS で作った絵

ですが、95 年の古いエアコン、95 年の冷蔵庫、二重窓になっていない窓、断熱されてない住宅、燃費の悪
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い車、 こういったものを基準に考えますと、2010 年製の新しい家電製品、冷蔵庫、エアコン、LED、燃費

のいい自動車、複層ガラスの窓、断熱住宅、太陽電池、エネファーム、そういったものをすべて導入してエ

ネルギーの消費量を測りますと、先ほどの 95 年の古いものよりも 4 分の 1 にエネルギー消費が減ります。

端的に言いますと、これがタイプ 1 のグリーン成長であると我々は言っています。 
 かくいう私も、結婚した直後に冷蔵庫を買い、当時は省エネ冷蔵庫でしたが、今では 20 年以上経っていま

す。こういうものを入れ替えれば年間 20,000 円、25,000 円の電気代の節約ができるはずである。そういっ

たことを考えますと、タイプ 1 のグリーン成長というのはまだまだ非常に大きな可能性を秘めているという

ことです。 

 

 このような省エネ技術が数多くあります。ライフサイクルでコストが削減される技術もたくさんあります。

得になるのなら、放っておいても入るのではないかと思うわけです。これらが入れば、先ほど申し上げた論

理で一般市民の満足度、効用は上げながら、CO2 を下げる、そしてエネルギーのコストを下げることができ

るはずです。そのようなものはたくさんあります。しかし必ずしも導入されるわけではない。それは何故か

というと、私たちは weak existences と書いていますが、弱い存在で、先送りの誘惑にかられる、経済合理

性というものに基づいて必ずしも行動しないものであるからです。かくいう私も 20 年以上古い冷蔵庫を使っ

ています。燃費も非常に悪い、そういう冷蔵庫を使い続けている。新しい冷蔵庫を買えば、10 万、20 万と

お金がかかります。それはライフサイクルでは必ず元が取れて良いものなのですが、必ずしも買うわけでは

ない。もったいないという精神もあります。日本にはもったいない精神というのがあって、ノーベル平和賞

を取られたマータイさんが世界に広めたのですが、まだ使えるではないかと。だから使うと。しかしエネル

ギー的には古い冷蔵庫を使う方がやはりもったいないはずなのです。そこをどういうふうに、社会心理を克

服して、省エネ性能の高いライフサイクルのコストを改善できるものを入れていけるのか。そういうことが

私たちの課題になるわけです。イギリスで作られたグリーンディール制度は初期コストが家庭にとってはゼ
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ロになり、節約される電気代から支払いをしていく。我々の限定合理性、経済合理性が無いということを考

えますと、こういうものが非常に良い仕組みではないかと考えているわけです。 
 

 

 これは限定合理性というものをもう少しきちんと計測するために、私たちがやっている実験です。i-cosmos
というシステムで家庭の電力消費等々を 1 分刻みで、リアルタイムに測り、これをサーバーで私たちが全部

読み取ります。そこから限定合理性、もったいないという社会心理的、それを製品個々別々に分析し、私た

ちがグリーンディールを入れる場合でもどうやって入れていったらいいのかということを考えます。この

i-cosmos というシステムを今、数百世帯に導入し、更に増やすことを考えています。 
 
 今、このような自治体に入れています。これは冷蔵庫の電力消費の実データ。1 分刻みで計測したもので

す。エアコンやテレビについても同様に測られています。これを見ますとかなり個人差があるということが

わかってきており、その個人差にこの ICT を使ったモニタリング・システムを上手く利用して、グリーンデ

ィールと結びつけていけないかということを現在考えているところです。 
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 我々はグリーンディールを踏まえた一種の事業者として、グリーンパワーモデレーターということを今、

考えています。こういったグリーンパワーモデレーターが活躍することで、タイプ 1 のグリーン成長を加速

していくことを目指しています。 
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 時間もありませんので、文章を読まないで絵でご説明をしたいと思います。まず、このグリーンパワーモ

デレーターは、グリーンディールの制度を踏まえながら、さきほどご説明がありました家庭用の省エネ診断

といったものを通じて、ご家庭に、そこに適した省エネの設備や新エネの提案を差し上げて、もしご家庭が

受け入れた場合は、その電気代にお支払いを乗せていくという、まさにグリーンディールの仕組みを踏襲し

たようなスキームです。ただ、ここのディテクトにはさきほどご説明した i-cosmos のような ICT を使った

仕組みを考えています。後に述べる理由で、断熱よりは主には省エネ家電にまずアプローチしていってはど

うかと、今、考えているところです。 
 
 例えば省エネ冷蔵庫や省エネ家電を入れる、グリーンパワーモデレーターが省エネをいろいろなご家庭に

お勧めしていく場合、1 軒 1 軒やっていきますと、省エネ量にはかなり変動、誤差があります。その件数を

上げていくと、だんだん誤差が小さくなります。グリーンパワーモデレーターは省エネ量をキャッシュ、収

入として得ていくわけです。その代わりに、例えば省エネ冷蔵庫でしたらその初期コストはご家庭にそれを

負担して頂かないで、グリーンパワーモデレーター自身が投資をします。従って事業体としてはその投資コ

ストをきちんと回収できるように、収入のリスクを管理しないといけない。ということで、ポートフォリオ

のような考え方でやっていく。そうすると、私たちの考え方では 1,000 軒程度のご家庭を束ねることで次第

に節電量の誤差が減っていき、従ってグリーンパワーモデレーターが得る収入のリスクもコントロールでき

るのではないか。そうすることで、グリーンパワーモデレーターが安定して節電料をキャッシュフローにし

て得、安定的な事業経営ができるのではないかというように、今、考えています。この点はこれから調査を

していく予定です。 
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 それから、実はグリーンディール的なものとは少し違うお話になりますが、こういった事業をやっている

というご紹介です。これは LCS で東日本大震災の年から地方自治体と協力をしてきた事業で、停電予防連絡

ネットワーク、Network for preventing blackout というものです。これは何かと言いますと、天気予報のデ

ータを LCS で頂いて、翌日の、例えば東京電力管内の電力需要を予測、forecast します。そしてその翌日の

需要と、東京電力の供給能力の、供給予備率と言いますが、その差が非常に小さくなって、停電の可能性が
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出てきた場合には、LCS から地方自治体にご連絡します。そしてその地方自治体は、それぞれの地域住民に

防災連絡網等を通して携帯やスマホに連絡を入れます。「明日の2時から5時まで、非常に需給が逼迫します。

従って非常に危ないので、こういう節電をやって下さい」というお願いをします。こういうことを 2 年間事

業として我々は行い、ある程度効果を上げました。将来的にはこのグリーンパワーモデレーターの事業の中

に取り込み、省エネだけではなく、電力系統が危ない時にそれを救うようなことを事業の一環としてやって

はどうかと、今、考えています。 

 

 再生可能エネルギーについても 1 つ、今の流れでご紹介したいと思います。我々、東北電力管内の 12 のウ

インドファームの 10 秒サンプルのデータを分析し、その変動を考慮しました。これから太陽光や風力が電力

系統の中で急速に増加していく、その時の対策を考えなければいけないということです。10 秒サンプルのデ

ータを周波数領域に変換し、変動を整理したのがこの図です。12 のウインドファームの相関係数を 0 から 1
のところまで計測しました。時間でいうとここが 40 分で、40 分より短い領域がこちらです。相関がほとん

ど 0 になっていまして、12 のウインドファームの動きはほとんど相関無くバラバラに短い時間の範囲では動

いているということがわかります。ですから、これは周波数 LFC、load frequency control と言いますが、

周波数調整をやらなければいけない。短い時間領域ではそれぞれの風力発電はバラバラですので、いわゆる

ならし効果、smoothing effect というものが期待できます。他方において、これは季節ですが、それよりも

う少し長い時間の時に非常に相関が高くなってきます。風力発電の出力の相関が高くなる。これが何を意味

するかと言いますと、それぞれのウインドファームが同じように動くということです。これは系統の運用に

とっては危険なことで、ランプ現象というものが起こりうるということです。系統の運用に対しては、ラン

プ現象が起きた場合には非常に注意しなければいけない。ということで、私たちはこの予測を試みるような

モデルを、今、開発しています。これは時間領域で見たものですが、ランプ現象というのがここに現れてい

ます。特にランプダウンと言いまして、短い時間でウインドファームが一緒に出力が落ちてしまう。こうな
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りますと他の電源で手当ができないと大停電ということが起きかねないわけです。従ってこれを少しでも早

く予測して、需要家の方に節電を促す。あるいはバッテリーや電気自動車で、例えば vehicle to home をやる

ことで、この時に需要を減らし系統の運転を助けることができれば、再生可能エネルギーが大量に入った場

合でも対応できるわけです。ある程度この予測のモデルに希望が見えましたので、そういったランプ現象、

特にランプダウンの予測をする。そして系統の需要と供給のバランスを緩和することで、再生可能エネルギ

ーが大量導入された場合に助けになる。このこともグリーンパワーモデレーターの機能の 1 つとして、将来

的には考えています。 

 

 グリーンパワーモデレーターが ICT のネットワークを使って家庭に省エネ機器を導入していく。その時に

できればグリーンディールの制度を踏まえてやっていきたい。イギリスの事例に倣って私たちはこのことを

考えていきたいと思っています。 
 電力会社もこういった制度によって助かる面があるでしょう。震災以降、新しい電源に対する設備投資が

やりにくくなっています。2016 年度には小売り電気も全面自由化されていきますので、そのように、新しい

設備投資がしにくい中でグリーンパワーモデレーターが節電、省エネを進めていく。先ほど申し上げた需給

の逼迫を緩和する機能を持つことで電力会社の側も助かるし、家庭はこれによって効用が上がっていく。そ

して全体としてはタイプ 1 のグリーン成長を進めるということで、良いというふうに考えるわけですが、肝

心のグリーンディールのファイナンスの仕組みをこれから作っていく必要があるということです。 
 
 ここは時間がありませんので省略します。 
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 私たちの経済モデルでこういったものの効果もはかっていますが、まだ限定合理性を踏まえた経済モデル

というものは完成していませんので、今、開発中です。そういうものができたらここにグリーンディールを

入れて、その効果をきちんと検証し、社会全体に情報発信をしていきたいと思っています。 
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 これはほんの雛型です。グリーンディールがもし上手く入って省エネが推進されると、年収 500 万円ぐら

いの世帯において、年間 45,000 円ぐらいの厚生の増加、お得になりますよ、というような結果を出していま

す。このモデルについては現在改良中ということで、更に整備・開発を進めていきたいと考えています。 

 

 ではそのグリーンディール、日本版グリーンディールをどうやって作っていったらいいかということで、2
つぐらい考えています。1 つはさきほど高瀬の方から話があった J-クレジットの制度を使っていったらどう
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かということです。それは何故か。イギリスのご説明にあったように、グリーンディールを実現するには、

消費者を保護しなければいけないとか、認証の仕組みとか、方法論とか、非常に大きなインフラが必要です。

日本の場合、これからたくさんの行政官がこれの法律作りや、制度作りに集中していくことができるかどう

かと考えますと、震災の傷もまだあることから、なかなか簡単ではないのではないかと私たちは考えるわけ

です。従って既存の制度のインフラをなるべく有効に利用することが必要であると考えています。その意味

で J-クレジットの制度というのは、既に J-VER や、国内クレジットの頃から長い歴史があり、そして実績

がある。認証の仕組みも既にできている。方法論もできている。ということから、グリーンディールの仕組

みを入れるにあたって無理無く上手くいくのではないか。もちろんファイナンスをグリーンディールにする

というところは、大きなジャンプがあります。ここはこれから LCS の中でも調査を進めて、どういう問題点

があるかということを洗い出し、更にそれを実現する、事業者にプロトタイプで実現して頂くというところ

までを考えたいと思っています。 
 これの面白い特徴は、プログラム型ということです。森川様からご紹介があったのですが、最初は 5 軒か

10 軒でもいいから、例えば省エネ家電をやる、例えば省エネの冷蔵庫をやります。それがやがて 50 軒、500
軒、5,000 軒と増えていった時に、プログラム型というスキームを使い、バウンダリーを広げることで順次

プロジェクトを大きくしていくことができる。こういう仕組みを持っていますので、その意味では非常に面

白いのではないかと私たちは考えています。 

 

 先ほど環境省の増田さんからご説明があった家庭エコ診断という仕組み。この仕組みもある意味では、グ

リーンディールの今までのステップ、オリジナルの仕組みに非常に近いものがあります。J-クレジットが 1
つ 1 つの省エネ機器や新エネの設備を複数の家庭にざっと入れていく仕組みであるとすれば、こちらの方は

1 軒 1 軒の家庭に対して、その家庭の中での省エネの仕組みを総合的に考える仕組みです。そういう意味で

はこちらもオリジナルなグリーンディールに非常に近い面白いスキームを持っているということが言えるか
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と私は思います。従って例えば、環境省が、今、進められているものを拡張し、グリーンディール的なファ

イナンスを入れることでこちらから育てていくという仕組みも大いにありうるのではないかと私は考えてい

ます。 

 

 これは環境省の家庭エコ診断を英語にしたものですので、省略します。 

 

 国土交通省の方からご説明があった、住宅の断熱強化とか省エネ性の強化です。改めてご説明することは
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省略しますが、日本において住宅断熱の強化とかが難しい 1 つの理由は、住宅の寿命が短いということだと

思っています。イギリスの方からご説明があったように、イギリスには 100 年以上の住宅がたくさんあるわ

けです。ところが日本においては、戸建ての住宅は 30 年か 40 年の寿命のものが大半です。従って、断熱の

リフォーム等をした時に光熱費の削減だけではなかなか元が取れないという問題があるわけです。しかし、

今、住宅の権威である村上周三先生、建築研究所の坂本所長を中心に、non energy benefit の評価というも

のが進んでいます。断熱を強化することで、健康長寿に非常に良いという結果が出ています。断熱の強化で

ヒートショックが少なくなり、血管の障害、脳卒中、心臓マヒ、心筋梗塞等のリスクが非常に低くなる。そ

ういう好ましいメリットがある。これを non energy benefit と言って、村上先生を中心に非常に評価が進ん

でいます。この non energy benefit を何とか目に見える monetary なベネフィットに持ち込むことができれ

ば、住宅の断熱の強化、特に既築の強化をこれから大幅に進めるということがひょっとしたら可能なのでは

ないか。そのことと、グリーンディールというファイナンスの仕組みを合わせて考えることができれば、非

常に大きな省エネ、合わせて健康というベネフィットの可能性を広げることができるのではないかと、私た

ちは考えています。 

 

 そういったことで、これから省庁横断型でグリーンディールという仕組みをイギリスに学びながら、我が

国の事情を考えて作っていきたいと思っているわけです。以上で私の話を終わらせて頂きます。どうもあり

がとうございました。 
 
高瀬：日本の省エネルギー政策、そして LCS からの提案ということでした。 
 
 


