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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。 
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 まずジェムサーヴのバックグラウンド、それからグリーンディールにおける我々の役割についてお話しし

ます。その後グリーンディールのビジネス、課題などについてもお話ししたいと思います。グリーンディー

ルの計画が、今後更に向上していくための現在の努力についてです。その後で、オペレーション上のプロセ

ス、マーケティング、ファイナンス、IT などについてお話しし、過去 1 年半の新しい取組みについてもご紹

介したいと思います。消費者というのは、グリーンディール政策にとって非常に重要な要素です。先ほどの

アランさんのお話にもありましたとおり、我々は、グリーンディールのもと、消費者が保護され、消費者が

資産の改善を、自信をもって行えるような枠組みを構築してきています。ここからは、消費者保護のために

用意していること、消費者の需要についての分析や、消費者からのフィードバックについて、情報を提供し

たいと思います。ジェムサーヴは、これまで、数々のエネルギー効率化政策（枠組み）を、英国政府からの

委託によって運営してきましたので、アランさんが言及しなかった枠組みについても、触れていきたいと思

います。 
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 ジェムサーヴという会社ができたのは 98 年です。新たに自由化されたイギリスの電力市場の実施・運用の

ために設立されました。同じ時期に、私は電力産業で働きはじめました。この時期は大きな変革の時でした。

変化の前はブリティッシュガスというモノポリー（独占）のガス会社 1 社と、11 の地域を分けて分担する 11
の電力会社がありました。「自由化」によって、それぞれ別々にではなく、一緒に働くことになりました。統

一の仕組みでガバナンスが行われるようになり、市場全体が 1 つとなって、英国に電気とガス供給するよう

になったのです。 
 
 ジェムサーヴは進化してゆき、今では、英国とアイルランドの主要なエネルギー効率に関する政策へのア

ドバイスや運営を行っています。また、グレートブリテン島とアイルランドにおけるスマートメーターの実

装においても中心的な役割を担っています。エネルギー業界、規制当局、政府、電気通信業界、環境業界、

そして情報セキュリティ業界とも仕事を行っています。 
 水に関しては、スコットランドにおける最初の競争小売市場の創設を行いましたし、現在規制当局と政府

とともに、イングランド・ウェールズ地方における競争的水市場の構築を行っています。 
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 ジェムサーヴは、我々の知見を活用し、政策構築に中心的に関わってきました。特に、エネルギーの効率

化、スマートメーターや環境プログラムに関して、政府や規制当局への政策提言を行ってきましたし、政策

決定に際しても提言を行ってきました。また、政策提言に加えて、市場のデザインに関わるソリューション

の提案もしています。ガバナンスの枠組みを作ったり、枠組みやプログラムの実行を担当したりと、中立的
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な立場において市場の中心で活動をしています。 
 実施や実行の後にも、監査サービスや保証サービスを提供することで、うまく稼働しているかのレビュー

や市場のメンテナンスを行います。政策の開発に始まり、レビューやメンテナンスまでやっているわけです。

これは、循環的プロセスであり、電力産業については、この 10～15 年間、常にレビューが行われ、常に改

善が行われてきたのです。 
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 グリーンディールにおいては、ジェムサーヴは、アランがお話した 4 つの点のうちの 2 つの点において、

鍵となる存在となってきました。1 つ目は、市場の真ん中に存在する IT インフラ構築の中心的存在でした。

この IT インフラとは、エネルギー供給会社が顧客に課金したり、プロバイダがプランに応じた情報を中央デ

ータベースに投入したりすることを可能とするものです。また、ジェムサーヴ社は、グリーンディール管理・

登録機構(GDORB)としての役割も果たしています。 
 グリーンディール管理・登録機構(GDORB)としては、6 つの主な機能があります。この枠組みを運用する

という実務上、最も重要な機能の 1 つとしては、グリーンディールの枠組みへの参加者が互いにコミュニケ

ーションを図り、連携をとれるようにし、意見が政策決定の参考となることを確保する、ということです。

多くのフォーラムやワークグループの会合を、系統立てて行い、問題となる点や管理方法の変更要請などが

しっかりと政府まで意見として伝わり、政府内における優先順位によって対応され、解決策が実行された後

にワークグループに結果が返ってくることを担保しているのです。どのような枠組みにおいても重要となっ

てくるのは、人々がしっかりとコミュニケーションをとっているということです。人々が、優先順位につい

てなど、それぞれ異なる考え方をしたとしても、その考え方が伝わり、理解され、そして優先的な事項を解

決するために協働していくということです。我々は仕組みの真ん中にいて、声の大きさではなく、ものごと

の優先順位に従って意思決定がされるようにしています。 
 またグリーンディールの中で重要な役割の 1 つは、市場の中心に存在するプロバイダが、その枠組み法令

や実務規定(Code of Practice)に記された責務を果たすことができるようにすることです。我々は、（プロバイ

ダである）企業について、苦情処理のプロセスはどのようなものか、販売やマーケティング戦略はどうなっ

ているのか、運営の仕組みや IT 構造はどのようなものか、といった全てのプロセスをチェックすることで、

その企業が、大きなトラブルを起こしたり、顧客に損害を与えたり、間違ったりすることなく、しっかりと

役割を果たすことができる能力を持っているかを判断します。 
 また、消費者保護に加えて、プロバイダやアセッサ（省エネ診断事業者）、設備設置事業者といった市場参

加者から、意見を聞いたり、助言をしたりします。ヘルプデスク（電話相談所）を開設しており、毎日、市

場でどのように運営したらいいのか、またはどうしたら情報が得られるのか、といった相談の電話を多数い

ただいています。その相談に対しては、しっかりと回答をしています。 
さらに、認証されたグリーンディール関連会社全てが登録されている登録簿（register）を設けています。

この登録簿に検索をかけることで、企業同士が連絡を取り合ったり、消費者が企業を探したりすることがで

きます。グリーンディールの市場は民間企業によって運営されていますので、民間企業同士は、市場を円滑

に運用するためにも、お互いにコミュニケーションをとりあうことが重要になってきます。我々は、これを

可能とするシステムを構築しました。また、市場参加に有用な文書や情報や説明について、主要なもののリ

ストを集めたウェブサイトを作っています。 
 アランさんも言及しましたが、グリーンディールの枠組みで動いている企業は、しっかりした正しい方法

で行うという信頼が得られる企業である必要があります。我々は、グリーンディール品質保証マークの利用

をライセンス制にしています。それによって、顧客や他の企業が、規則に沿った責任ある行動をする企業と

一緒に仕事をしているという信頼が生まれます。前にも言いましたが、ジェムサーヴのグリーンディール管

理・登録機構(GDORB)としての役割は、認証とモニタリングです。企業が市場で活発に活動しはじめた後の

監査を行い、彼らの工程の向上のために、一緒に頑張るのです。 
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 このスライドは、グリーンディールの認証の枠組みの中で、我々がどこに位置するかを示したものです。

エネルギー気候変動省(DECC)は直接 GDORB と連絡を取り合います。我々の契約は 3 年間と、それに加え

てその後 2 年間について結んでいます。我々は、政府による競争入札によって選ばれました。我々は営利企

業ですが、市場がうまく動くことを目的に仕事をしており、政府、市場参加者、そして顧客に信頼されてい

ます。我々は、認証機関に対して全体的な責任を負っています。そして認証機関は、設置事業者やアセスメ

ント事業者がきちんと基準を満たし、そしてプロバイダがそういった基準を満たしているかどうかの認証を

しているわけです。 
 
 次は、グリーンディールの成長について、そして私たちの現在の業務上のチャレンジについてお話をした

いと思います。 
 グリーンディールに参加する、または参加したいと考えている人、そして企業の数は、継続的に増加傾向

にあります。市場参加が最初に始まったのが 2012 年の 10 月でした。2014 年の 1 月になると、ご覧のよう

にサプライチェーンの全ての段階における参加形態（アセスメント事業者、プロバイダ、アドバイザ（省エ

ネ診断士）、設置事業者）のいずれについても、グリーンディールへの参加に興味を示していることが分かる

かと思います。 
 プロバイダというのはグリーンディール市場の中心的役割を担うものですが、今のところ 130 の認証を受

けたプロバイダがいます。 
 設置事業者（インストーラ）については、2,500 ほどの事業者が、家庭・業務における設置のための基準

をクリアしています。 
 アセスメント事業者は、個人の省エネ診断士（アドバイザ）を取りまとめる組織のことですが、これは、

350 社あり、2012 年 10 月には 10 社ほどだったのが大きく拡大しています。 
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 省エネ診断士（アドバイザ）、これは各家庭や企業に出向いて省エネ診断（アセスメント）を行う個人を指

しますが、これに関しては、現在 3,000 人以上が、トレーニングを経て、グリーンディールの枠組みの中で

働く認証を受けています。彼らの省エネ診断の重要な点は、居住状況評価（Occupancy Assessment）になる

わけです。（訳注：住宅性能については、建築物のエネルギー性能証書を発行するための診断制度が既にあり、

それを保有している診断士が多く存在する。居住状況評価についての方法論を新たに習得することが、エネ
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ルギー性能証書のための診断士から、グリーンディールの省エネ診断士になるために必要となってくる。） 
 アランさんも、省エネ診断（アセスメント）の完了件数に言及しましたが、それに関しては、月間 3 万件、

累計で 13 万件となっています。 

 

 

 こちらのスライドは先ほどもアランさんからお話がありましたので飛ばします。ただこの最後の 2 つの黒

丸についてだけお話をさせていただきます。現在までに 130 超の、GDORB の認証を受けたグリーンディー
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ル・プロバイダがいると申し上げました。しかし、そのうちの 40 だけがグリーンディールのファイナンスも

含む全体的なサービス提供ができる状態です。ただ、この数は、毎週という単位で増えていますし、今後も

っと増えてくると期待しています。現在活発に市場で活動していて、少なくとも 1 つのグリーンディール計

画を作成したプロバイダの数は、20～25 社程度です。これは、認証を受けてから、実際に事業ができる状態

になるまでに時間がかかっているということを表わしています。 

 

 これが、我々が現在取り組んでいる課題です。前にも言いましたが、現在 130 を超える認証を受けたプロ

バイダがグリーンディール市場で活動できますが、その中で実際にグリーンディール計画を発行しているの

は 25 社に留まっています。しかし、数カ月のうちに、認証済みのプロバイダ数、そして実際に計画を発行し

ているプロバイダ数の両方が増加すると思います。 
 認証を受けることと、実際に計画を発行することの間に、どのようなハードルがあるのでしょうか？妨害、

混乱もありました。また新たな市場ということ、プロセスが複雑であるということもありました。そのため、

GDORB としては現在のところ集中的な支援をグリーンディール・プロバイダに対して行っています。  

 市場の情報を集め、市場の環境を改善し、整備した全てについて合理化を行っています。その結果、工程

は改善されました。市場の初期段階においては、より良く改善する余地があるかどうか、常に目を光らせ、

そして学び、市場参加者の声をよく聞くことが重要です。我々は、実のある改善を行っており、より多くの

プロバイダが事業を行うためのよりよい準備ができ、ファイナンスも提供できる状況になっています。 
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 こちらのスライドは、今まで認証を受けたプロバイダが、全ての認証プロセスを終え、グリーンディール

のファイナンス提供企業からファイナンスを受けるプロセスについて、どれだけ時間がかかっていたかを示

しています。全てのプロセスを終え、市場で活動する準備が整うまでに、最大 4 ヵ月ぐらいかかっていまし

た。これまでに、このリードタイムはかなり短縮されました。認証に関しては 4 週間以内になりました。ま

た、グリーンディール・ファイナンス提供企業は、プロセスについてきちんと手筈を整え、認証済みプロバ

イダが、実際に活動可能なプロバイダになれるように頑張りました。この部分、つまり、より多くのグリー

ンディール計画が出てくることというのが、我々が現在最も頑張っているところです。 
 
 もう 1 つ、我々が頑張っている点についてご説明いたします。常に競争市場でもありますので、人々が連

携を図ることができるように工夫を行っております。設置事業者（インストーラ）、プロバイダ、地方自治体

が、一堂に集結し、話し合いをし、互いの意見を聞き、最善の妥協点を、自分たちのみならず、お客様のた

めに実現していくのです。グリーンディール管理・登録機構(GDORB)としては、このような対話のおぜん立

てをし、市場参加者がお互いに話し合いをする場を整えることが重要です。仕組みがもくろみ通り動き始め

たことに確証が持てるようになったら、市場自体が中心となって、自然とお互いの対話が行われ、顧客や事

業者にとってよい妥結点や解決策はどこにあるのかを探るようになるのだと思います。 
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 ではここで、プロバイダが市場に参入した際に、何を目指すかについてお話したいと思います。つまり、

ガバナンスの面からみて、何が重要であり、プロバイダとサプライヤ、そして設置事業者がお互いに話し合

うために望ましい枠組みを整えるにはどうしたらいいかについて、お話します。そして、グリーンディール

の肝となる、ファイナンス（融資）や IT インフラの構造などについてもお話をしていければと思います。 
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 アランがジャーニーについてのお話をしました。また、グリーンディール省エネ診断（アセスメント）に

ついても示しました。 
 ですから、ここではそれらについて書いてあるこのスライドは飛ばします。 
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 ここで示したかったのは、それぞれの参加者が市場でどういった役割をしているかということです。前に

も申しましたが、グリーンディール・プロバイダというのは、グリーンディール市場において非常に重要で

す。融資を取り付け、また、グリーンディール計画合意後は苦情への対応も行います。プロバイダは、融資

（ファイナンス提供）企業と連携します。また、IT インフラに計画を入力するのもプロバイダです。また、

その他諸々について、すべての作業が連携の取れた望ましい形で行われるようにしていくということ、これ

が重要です。 
 また顧客（カスタマー）ももちろん、グリーンディール市場にとっては欠かせない存在です。英国では、

エネルギー性能証書を全ての建築物に付けるような仕組みを整備しています。このエネルギー性能証書のた

めの既存インフラを活用して、グリーンディール対応に修正して利用しています。グリーンディール・アセ

スメント事業者は、市場で非常に大きな役割を果たします。GDCC とは、Green Deal Central Charge の略

です。中心となるデータベースのことです。グリーンディール計画についての全ての情報、支払いについて

（送金等）の情報など、プロバイダとエネルギー供給事業者とのやりとりは、全てこの中央グリーンディー

ルデータベースを通じて行います。設置事業者（インストーラ）も、認証された参加者として非常に重要で

す。エネルギー供給事業者もグリーンディールにおいては、重要な存在です。 
 ジャーニーの最後のステップは、融資（ファイナンス）です。融資（ファイナンス）の点があって初めて、

このグリーンディールの枠組みは、他に類の無いものとなります。 
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 ステップ毎に少し詳細に見ていきたいと思います。アセスメント（省エネ診断）の後にプロバイダは消費

者と話をし、どういった省エネ対策を実施するかについて、合意を得ます。どのような対策を行うかについ

ての合意がとれたら、プロバイダは、建築物にどのような対策が実施される予定であるかということについ

て、EPC の登録簿に情報を入力します。そうすると、エネルギー性能証書の情報は、新しく書きかえられる

というわけです。その後、グリーンディール融資についての合意が得られ、実施の承諾が得られたら、その

情報がグリーンディールの料金収集データベースに流れます。契約完了後、グリーンディール計画の ID 番号

が、顧客毎に作られます。プロバイダは GDCC を使って、エネルギー供給会社にエネルギー料金に上乗せて、

対策に支払った分の返済額を徴収するよう、通知を出します。エネルギー供給事業者は、グリーンディール

返済額が上乗せられるようにシステムを変更します。設置事業者（インストーラ）側は、省エネ対策を建築

物に対して設置（施工）します。それぞれの住宅に対し、複数の施策を講じることもあれば、1 つの処置を

する場合もあります。プロバイダは、顧客が必要なマニュアル（手順書）等、設置したことに満足するため

に必要なすべての情報を顧客側に提供します。そして、プロバイダは、建築物の登録簿を更新し（訳注：省

エネ対策が施された建築物であるという情報を付加する）、グリーンディール・アドバイス・レポートの更新

を行います。その後、グリーンディール・アセスメント事業者の方にフィードバックします。この一連の更

新をしっかり行うことによって、省エネ対策等の設置・施工が行われた後にすべての情報が更新されるとい

うことになります。そして最後に、プロバイダはゴールデン・ルール（訳注：設備設置等の省エネ施策に対

する月々の返済額は、施策による省エネ額を上回らないというグリーンディール政策の決まりごと）に基づ

いた返済額を、グリーンディール中央課金データベース(GDCC)に送信します。そうすると、課金額がシステ

ム上で更新されます。このように、電気代の変更が行われ、融資の返済が行われるというわけです。 
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 グリーンディールの流れについてご説明しました。その中で非常に重要となってくるのは、プロバイダが

市場で最高基準での運営をすることを担保することです。我々としては、プロバイダがどのように顧客を信

用するか（与信するか）、顧客サービスやプロセス、ポリシーはどのようになっているか、そういったことを

確認します。それから、それぞれのプロバイダがしっかりとした安全衛生指針を保有しているか、データ保

護方針はどうなっているか、見積もりの出し方はどうなっているか、どのようにグリーンディールを市場に
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売っていくか、更にはエネルギー供給事業者や設置事業者（インストーラ）といったその他のサプライチェ

ーンのメンバーをいかに管理するかを見ていくわけです。我々は、すべての得られた情報を審査し、それを

国務大臣に報告として上げています。それをもとに、政府は最終的にグリーンディール市場で操業するすべ

てのプロバイダについての決定を行うことになります。 

 

 ガバナンスについて、もう少し詳しく触れておきたいと思います。この重要性に関しては言っても言い過

ぎることはありません。私たちは、ワークグループやフォーラムなどを幾つも設置し、グリーンディールの

参加者がそれぞれ互いに意思疎通し、問題を提起し、それぞれの問題をエネルギー気候変動省(DECC)の政策

の改善に反映できるような仕組みを作っています。政府が市場の声、市場のニーズを聞き、政策決定や政策

改善を行うことになりますので、消費者に最善の策となるような仕組みです。重要な集まりの 1 つとして、

消費者保護グループがあります。様々なひとにそれぞれの利益があるなかで、すべての情報をまとめ、最善

の情報をエネルギー気候変動省に上げるということが、政府が意思決定をする際にとても重要となってきま

す。 
 
 それから、グリーンディールの実施合意書があります。これは、電力供給事業者、グリーンディール・プ

ロバイダ、そして資金提供（融資、ファイナンス）関係の間で結ばれる合意です。新しい枠組みにおいては、

主要なプレイヤーがお互いに話をする状況でない限り、思うように物事は進まないものです。よって、人々

がお互いに話し合いができるように、大変詳細な仕様を作っています。 
 
 GDAA 委員会については、正式な委員が任命されます。電力供給側から 3 人、プロバイダから 3 人、それ

から国務大臣からの代表が 1 人ということです。GDAA の責任としては、このグリーンディールへの参加申

込書を見たり、様々な実践上の問題、GDAA関連の違反事項や債務不履行などについても対応したりします。
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正式な訴えや紛争に対する処理の仕組みも保有しています。 
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 GDAA 委員会の下には、専門的な小委員会があり、親委員会の指示のもと、実務上の問題、変更や新たな

施策への意見などに対応します。グリーンディールの枠組みの中で動く全ての関係者に参加する権利があり

ます。そうすることで、皆が発言する機会があります。 

 

 グリーンディール・ファイナンス・カンパニー(Green Deal Finance Company)は、非営利組織であり、最

初の資金は政府の方から、グリーン投資銀行に提供されたものです。GDFC の利益は、全てグリーンディー
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ルの金利を下げるために利用されます。そんな事情もあり、グリーンディールの金利は将来下がってくると

期待しています。 

 

 

 前に、プロバイダが認証を得て、融資の提供を受けられるようになるために 4 カ月かかることもあると申

し上げました。この図は、融資（ファイナンス）を得るプロセスがどれくらい複雑かということを示してい

ます。規制が山ほどあることから、グリーンディール・ファイナンス・カンパニーにとって、プロバイダが
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適切で正しい処理をしていることを担保することがとても重要になってくるのです。 

 

 グリーンディール・ファイナンス・カンパニーは消費者に対する追加融資も行っており、ゴールデン・ル

ールにそのままでは沿わない（訳注：ゴールデン・ルールとは、省エネ額以下の金額を返済するということ）

場合でも、消費者は追加融資を受けることができます。消費者にとってはより分かりやすく、プロバイダに

とってはより簡便に法的責任を果たすための標準化された契約文書も用意しています。 
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 グリーンディールのデータベースについてはお話ししましたので、ここでは詳しく申し上げません。重要

なことは、セントラル・データベースは、エネルギー会社や他の市場参加者からのインプットを受けて構築

されているということです。それによって、既存の IT システムとの整合性も図っています。 
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 これは IT システムの典型的な流れを示したものです。かなり複雑ですが、全てが正しく行われるよう、非

常に機能的なものとなっています。 

 

 これがデータベースのユーザーです。関係者によっては見るだけの権限の人もいますし、入力できるアク

セス権を持っている人たちもいます。 
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 それでは消費者についてお話をいたします。 

 

 

 グリーンディール管理・登録機構（GDORB）の責任としては、市場参加者をしっかり認証し、グリーン

ディール品質保証マークの利用を許可することにあります。それから市場動向について分析し報告します。

また、政府の消費者保護の仕組みが透明性を保てるよう手助けをしています。 
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 市場ができたばかりのころ、GDORB には沢山の苦情が来ました。規則の順守がなされていなかったり、

グリーンディールについての情報が誤解を招く可能性のあるものであったり、あるいは自分たちの役割につ

いて企業が誤解を招く可能性のあることを言ったりというようなことです。大変興味深いことに、苦情のう

ちの半分が、グリーンディール品質マークの利用を許可されていない、つまりグリーンディール市場での操

業を認証されていない企業から寄せられたものでした。実際、承認されていない企業がグリーンディールの
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参加者と名乗って活動する。ライセンスが無いにも関わらず活動しているというケースもありました。 

 

 

 それではそうした消費者の損害、また不利益を減らすにはどうすればいいのでしょうか。私たちは、苦情

の内容を分析しましたし、覆面調査、監査もします。消費者保護のフォーラムも開いています。エネルギー

産業専門のオンブズマンも設置していて、彼らは独自の調査をすることができます。 
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 これが品質保証マークです。消費者と企業の両者に対して、このグリーンディールがきちんと承認された

参加者だということを示すロゴを作っています。 

 

 それから、制裁のメカニズムもあります。もしそのプロバイダ、あるいは設置事業者（インストーラ）、あ

るいはアセスメント事業者（アセッサ）が規制を守らなかった場合、以下のような制裁が可能です。例えば、

計画をキャンセルしたり、消費者への賠償を課したり、認可を取り消したり、あるいは遵守通告をしたり、
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罰金を課したり、といったことです。 

 

 前に、サプライチェーン・ツールについて申し上げました。これは、顧客が、プロバイダだけでなく、設

置事業者（インストーラ）やアセスメント事業者（アセッサ）についても、どのような事業者があるのかと

いうことを調べることができるものです。また、プロバイダは、このようなツールを使うことで、設置事業

者（インストーラ）やアセスメント事業者（アセッサ）と、きちんと協働、協力できるようになるというわ

けです。 
 
 興味深い情報として、消費者についてわかったことがあります。DECC が実施した調査によって、一般的

に消費者は以下のカテゴリーに分けることができるというものです。 
 
 まず、お金を節約したい人、そして、家庭からの二酸化炭素排出を削減したい人、あまりよくわからない

けれど、もしマーケティングが上手に促してくれれば、あるいはエネルギー効率化についての情報があれば、

買い替えようという人がいるということです。我々がわかったことは、グリーンディールをする可能性が高

いのは、１番目には、お金を節約したいと思っている人々ということです。2 番目は、二酸化炭素排出を削

減したいと思っている、つまりエネルギー効率を上げたい、自分たちの自宅でもそうしたいと思っている人。

3 番目は、両者に入らないどっちつかずのグループです。おそらく、このどっちつかずのグループに含まれ

る人々というのは、元々は効率化対策を導入したいとは思っていなかったと思うのですが、専門性の高い仕

事をしているミドルクラスの人々で、情報がもっとあればエネルギー効率化のための対策や改築をする決定

をすることができるかもしれないというタイプです。 
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63 
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 ジェムサーヴは、マイクロ発電承認スキームも運営しています。これは固定買い取り制度で、例えば太陽

光パネルだとか、その他のマイクロ発電設備を設置した人たちに料金を支払うものです。製品が安全できち

んと機能するということのための承認制度です。また、企業についても、技術的に能力があって、事業の実

践状況が良いかといったことについて、認証を行っています。この認証制度は、政府が責任を持つものです

が、産業界がリードしているスキームです。 
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 グリーンディールと同じですが、マイクロ発電(MCS)も品質保証マークを通じたブランディングを行って

います。これによって、製品やサービスの品質が良いということを保証しています。 
 消費者は政府のインセンティブ政策（訳注：補助金等、経済的支援（インセンティブ）を与えることによ

る政策）が利用可能です。また、情報の提供や認知度上昇のための広報活動も行っています。 
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 対象となる技術としては、太陽光発電、小型風力発電、マイクロ水力発電、太陽熱技術、ヒートポンプ、

バイオマス、そして小型のコージェネレーション（熱電併給）システムなどです。 

 

 ジェムサーヴは、市場や認証機関が円滑に動くことを支援する機関として、認可された存在です。認証機

関というのは、設置事業者（インストーラ）がきちんと基準を守ることを保証する機能を持っていますが、

その上に位置する認証機関の認定機関もあります。 
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 これが、MCS（マイクロ発電）の品質保証マークです。 
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 MCS のスキームで申し上げたいことは、次のスライドの一番下の行の数字を見て頂くと、英国におけるマ

イクロ発電の設置件数は、2009 年と比べて段違いに急増しているということです。2009 年の家庭への設置

件数は 2,000 件ぐらいしかありませんでしたが、2011 年には最大の件数である 21 万件以上が設置されまし

た。これは補助（インセンティブ）が少なくなったということで、その後少し減っています。このような枠

組みは、日本でも 2012 年から 2015 年にかけて行っていると理解しています。素晴らしいのは、消費者の関

心がかなり高い状態で保たれているということです。理由としては、補助（インセンティブ）が低くなって

しまっても、これらの設備のコストも、この数年で大幅に低下しているためと考えられます。設置への関心

も高く、設置数は、およそ年間 10 万件以上が保たれています。 
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 ジェムサーヴは、スマートメータリングについても中心的な存在です。2010 年からこのスマートメーター

の設置計画に関わっています。すべての英国の家庭、そして中小企業にスマートエネルギーメーターを設置

するという政府のビジョンをサポートするものです。スマートメーターは、英国が低炭素経済へ転換するた

めに非常に重要な役割を果たすだろうと思っています。英国では、2020 年までに、約 5,300 万個のメーター

の取り換えが必要だと考えています。 
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 グリーンディールにおいてと同様に、ジェムサーヴはスマートメータリングでも中心的な役割を果たして

います。スマートエネルギーコード（規則）と呼ばれる規則の運用を担当しています。スマートエネルギー

規則のもと、多くの責務を負っています。つまり、ガバナンスや政策がしっかり実務として反映されるよう

にしているということです。 

 

 ジェムサーブは、英国だけでなく、アイルランドでも仕事をしています。アイルランド政府の
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Pay-As-You-Save（PAYS）スキームについても、手助けしています。PAYS は、エネルギー効率対策の導入

について、補助金に頼ることから卒業し、市場による方法への移行を目指したものです。我々は、Better 
Energy Financing Programという名前の企業が、枠組みを準備するのに対して助言する仕事をしています。

我々は、英国では枠組みを運用する立場にいるわけですから、アイルランド政府そして消費者にとって好ま

しい枠組みを構築するということに際して、非常に面白い立場にいることになります 
 

 

 同じことを申し上げますが、一番重要なのは、PAYS の枠組みに関して、消費者は何を求めているかを理

解することです。アイルランドの市場における障害には、英国での障害と類似するものがいくつかありまし

た。まず、多くの人たちが、価格が高すぎると感じたということです。どれくらいの金額を節約できるのか

わからない、あるいは融資を受ける仕組みが複雑すぎるという人々がいました。よって、グリーンディール

のようなスキームを始める場合、どのように消費者が反応するのか、節約できる金額についてどう教育すれ

ばいいのか、を検討することが重要ではないかと思います。 
 
 これで終わりになります。我々がグリーンディールの枠組みを構築する上での、実施上のいろいろなチャ

レンジやプロセスについて、ご理解いただくことができていれば幸いです。ありがとうございました。 
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高瀬：ありがとうございました。アランさんからは補助金のスキームといった行政の側からの政策デザイン、

ジョナサンさんからは、どのように運営しているかという実務上のお話をしていただきました。皆さんにも

実際のイギリスの空気が少し伝わったのではないかと思います。 
 
 
質疑応答 
 
質問者：簡単な質問なのですが、今までに投資をして平均の 1 年間の利回りはどの程度になっているのでし

ょうか。投資をして、1 年間に利益が少しずつ出てきますね。そのパーセンテージはどの程度になるのでし

ょうか。 
 
アラン・クリフォード：消費者側から見ますと、どういった省エネ策を講じるか次第です。省エネ策によっ

ては、低コストで、そして節約分ですぐに返済できてしまうものもあります。たとえば、5、6 年で返済が終

わってしまうようなものもあります。しかし、返済が終わっても、特に断熱のようなものになりますと、40、
50、60 年と耐用しますので、返済後も、節約は長いこと続くということになります。 
 あるタイプの断熱といった、コストの高い省エネ策については、投資回収に長い時間がかかります。20 年、

30 年とかかってしまうものもあるかも知れませんが、付随する便益を考慮すると、実施する価値があります。 
 その融資や投資家といった部分に関してはちょっと質問が分かりませんでした。 
 
ジョナサン・ハーレー：私は、グリーンディールの枠組みの中で運営を行ういくつかの企業の立場で、ご質


