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プログラム 

13:30-13:35 開会挨拶   山田 興一 (LCS 副センター長) 
13:35-13:45 趣旨説明   松橋 隆治 (LCS 研究統括/東京大学教授) 

第 1 部：英国の取組と課題 
13:45-14:15  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) 
14:15-14:25 質疑応答 
14:25-14:55  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) 

14:55-15:15 質疑応答  
（休憩：10 分間） 

第 2 部：日本の取組と課題 
     ご挨拶   外村 正一郎  (JST 理事) 
15:25-15:40 省エネルギー政策と J クレジット 

 森川 純 氏 
(経済産業省 産業技術環境局 環境政策課 環境経済室 環境調和産業推進室 
課長補佐) 

15:40-15:55 地球温暖化対策の取り組みについて ー低炭素ライフスタイルに向けてー 
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) 

15:55-16:10 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) 

16:10-16:35 質疑応答・議論 

第 3 部：日本版グリーンディールの展望 
16:35-17:05 日本における家庭の省エネ政策パッケージの提案  

松橋 隆治 (LCS 研究統括/東京大学教授) 
17:05-17:30 意見交換 
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開会挨拶・趣旨説明 
 
高瀬：本日はご多忙の中、ご来場頂きありがとうございます。本日司会を務めさせて頂きます、科学技術振

興機構 低炭素社会戦略センターの高瀬と申します。どうぞよろしくお願いします。 
 本ワークショップは、科学技術振興機構 低炭素社会戦略センターと東京大学 COI-S が主催し、駐日英国

大使館、文部科学省から後援を頂いています。 
 またスピーカーとしてイギリスのエネルギー気候変動省、グリーンディール管理・登録機構からお二方、

そして経済産業省、環境省、国土交通省からもご参加を頂いています。 
 
 
開会挨拶 
山田 興一 (LCS 副センター長) 
 
山田：皆様こんにちは。英語で簡単なご挨拶をさせて頂きます。 
 本日は「くらしからの省エネを進める政策デザイン研究国際ワークショップ」へのご参加、誠にありがと

うございます。省エネルギーシステムは、経済メリットがあるにもかかわらず、理論的には行うのは易しい

はずですが、現実的にはそうではありません。実装しようとすると、日々のくらしの中でもなかなか難しい

ものがあります。 
 本日のワークショップでは、イギリスからクリフォードさんとハーレーさんにお越し頂き、イギリスのグ

リーンディール政策についてご説明頂きます。また、理論的な部分と現実問題との間のひずみについてもお

話し頂く予定です。実りのある議論が進むことを願っております。 
 皆様方には、グリーンディール政策のご理解を深めて頂きたいと共に、遠路はるばるお越し下さったお 2
人に御礼を申し上げます。本日のワークショップが実り多い成果を生み、今後、日本でも加速度的にグリー

ンディール政策が行えるように、更には皆様方からご提案を受け、そしてまたそれを改善していくアドバイ

スなども受けられればと思います。 
 
高瀬：山田副センター長、ありがとうございました。 
 続きまして、本ワークショップの開催趣旨を科学技術振興機構 低炭素社会戦略センター研究統括、そして

東京大学工学部教授の松橋隆治よりご説明させて頂きます。 
 
 
趣旨説明  
松橋 隆治 (LCS 研究統括/東京大学教授) 
 
松橋：皆様、今日はお忙しいところをお運び頂きまして、誠にありがとうございます。私は、日本語で 2 点、

ご説明させて頂きます。 
 まず、このワークショップを開催するにあたり、先ほど山田副センター長からもお話がありましたが、英
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国エネルギー気候変動省のアラン・クリフォードさんとグリーンディール管理・登録機構の責任者であるジ

ョナサン・ハーレーさんにはるばるイギリスから来て頂きました。ここに感謝申し上げたいと思います。 
 実は私どもは、科学技術振興機構 低炭素社会戦略センターとして、昨年ロンドンを訪ねました。英国エネ

ルギー気候変動省を訪ね、アラン・クリフォードさんにグリーンディールに関するお話を頂き、その後、ジ

ョナサン・ハーレーさんからも実際のグリーンディールの運用についてお話をうかがいました。こちらにい

る高瀬研究員が中心となって、その時の話をまとめ、これから日本のいろいろな事情を勘案して日本に合っ

たグリーンディールのファイナンスの仕組みを制度設計していこうと我々は考えています。それをこのよう

な 1 冊の政策提案のペーパーという形にまとめさせて頂きました1。 
 私ども、低炭素社会戦略センターでは、アカデミックな論文ももちろん書くのですが、それだけではなく、

国家全体の意思決定に役立っていこうということで、このような形の政策提案のペーパーというのを次々と

著し、それを関係省庁、あるいは関係機関のキーパーソンの皆様にお送りしています。 
 グリーンディール制度はイギリスが世界に先駆けて始めたものですが、先ほど申し上げましたように、私

どもはこれに大変注目しています。と申しますのは、省エネとか低炭素を、経済をきちんと維持しながら進

めていくということに関して、このグリーンディール制度というものが非常に重要であり、鍵になる制度だ

と思っているからです。そこで我々は、イギリスを訪ねて、世界で初めてこの制度を施行したイギリスの制

度の有り様をまずいろいろと学んできたわけです。その際、アラン・クリフォードさんとジョナサン・ハー

レーさんには、大変丁寧に、親切にいろいろと教えて頂きました。どうもありがとうございました。 
 私たちは、これから日本の中で良い省エネ推進のための制度を作っていきたい。そのためにはイギリスと

同じ事情もありますが、イギリスと異なるいろいろな事情もあります。例えば、住宅事情 1 つをとってみて

も、イギリスと日本ではかなり違ってきます。そこで、日本に固有の事情というものを勘案して、どのよう

にすれば日本に適切な制度を設計していけるのか、ここを皆様と一緒に考えていきたいと思っています。 
 今日は、先ほど高瀬の方から話がありましたが、決して非常に多くのお客様がみえているわけではありま

せん。この国際ワークショップは、完全にオープンにして、どうぞ来たい方は誰でも来て下さい、という形

でご案内を差し上げたわけではありません。しかしながら、ここにおられる方々は、日本の中で制度設計を

する、あるいは社会にその制度を根付かせていく、そういう中にあってはキーパーソンの皆様、力のある皆

様であると私どもは考えています。これからそういったキーパーソンの皆様と一緒にこの制度について考え

ていきたいと思います。 
 第 2 部においては、経済産業省、環境省、国土交通省の行政官の方からそれぞれご講演を頂きます。これ

も私どもとしては、考えているところがありまして、こういう制度をこれから日本の中で根付かせていくに

は、やはり省庁横断で、オールジャパンの枠組みの中で考えていくことが、とても大事だろうと思っている

わけです。従って、この制度に関係すると思われる 3 つの省から人をお招きし、私ども大学や、科学技術振

興機構の大もとになっている文部科学省からも来て頂いて、省庁横断型でこの制度設計というものを考えて

いこうと思っています。 
 このように本格的なグリーンディールに関する国際ワークショップというのは、恐らく日本の中では初め

てであろうと考えています。これを機会に、行政の方、民間の方、大学、そして産業界の方、皆でこの制度

                                                   
1 政策提案書については、http://www.jst.go.jp/lcs/documents/publishes/item/fy2013-pp-08.pdf を参照さ

れたい。 
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をどのように作っていけばいいか、是非忌憚の無いご意見を頂いて、良い制度を設計していきたいと思って

いますので、よろしくお願いしたいと思います。 
 本日は誠にありがとうございました。 
 
高瀬：ありがとうございました。引き続き、第 1 部として英国からいらしたお 2 人のお話に移らせて頂きま

す。 
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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



9 

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。 
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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。 

 



47 

 

 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。 
 



58 

 

 
 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、



61 

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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 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。 



67 

 

 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。 
 



69 

 

 

 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



71 

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
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問に答えたいと思います。私たちが今まで直面した課題の 1 つは、アセスメント事業者（アセッサ）協会や

設置事業者（インストーラ）、もしくはプロバイダに対し、投資を行ってもリターンが得られるということを

説得することでした。なぜなら、認証の枠組みがありますし、規制や政策も高い水準で整えましたので、市

場参入コストが他の枠組みより非常に高いものとなってしまったという問題があったからです。その中で私

たちが行った重要なことは、市場で運営をする全ての参加者あたりのコストを引き下げるということです。

そうすることで長期的にはそのスキームが自立したものになるのです。MCS の枠組みでは、市場の中心とし

て我々の行う仕事に対するコストは、1 つの設置事業者あたり、100 ポンド程度です。なぜなら、市場が成

長してくると、そのようなコストは引き下がるからです。 
 アセスメント事業者（アセッサ）については、参入の際のコストは比較的高いのですが、2 年、3 年で回収

できると期待しています。規模を拡大することで、コスト回収がし易くなります。設置事業者（インストー

ラ）は、MCS 市場において、投資への大きなリターンを得、大きく成長しました。プロバイダは、設置事業

者（インストーラ）とのパイプをより太くすることで、高い投資収益率(ROI)を得ることができる立場にいま

す。質問に直接数値ではお答えしていませんが、当初のコストは高くつくかもしれませんが、長期的に規模

が拡大していけば必ずやリターンが大きくなるというということを言いたいのです。 
 
質問者：このグリーンディールを導入する際に産業地帯、例えばマンチェスターやバーミンガムではどうだ

ったのでしょう。というのは、日本では、電力の主要な消費者は製造業であって、いつも批判の対象となっ

ています。しかし、製造業で働いている人々は、昼休みにはエアコンを切ったり、夏にもサウナ状態でエア

コンを使わずに仕事をしたりと、エネルギー消費を下げるために大変な努力をしています。このような製造

業でのエネルギー消費を、経済的に利益のある形で減らすことができるという事例があれば、大変うれしく

思います。 
 
アラン・クリフォード：業務部門、企業におけるエネルギー効率化対策について、ですね。グリーンディー

ルというのは、非家庭部門ももちろん対象として設計されています。家庭については、同質性が高いことか

ら進んでいますが、非家庭については、まだ、具体的には始まっていません。家庭というのは、それぞれに

違いがありますが、何をするところか、という意味においては同質であると言えます。いくつかの対策につ

いては、すべての家庭に設置できるので、規模の経済の効果を得ることができます。非家庭、つまり業務部

門については、建築物もそれぞれ異なりますし、業務のプロセスも多様であり、時には大変独特のプロセス

があったりします。いろいろやらなければならない多様なことが、桁違いに存在するため、家庭部門よりも

もっと難しくなってしまうわけです。 
 私たちが扱っている専門分野は、非家庭部門ではないのですが、例えば、企業が高効率のヒートポンプ、

駆動装置、加工装置といった特定のエネルギー効率化技術へ投資すると、その投資の税金が割り引かれると

いう、技術リストというのがあります。そのような効率化によって、企業も便益を得ることができます。ま

た、ベストプラクティス・プログラムということで、どうやってエネルギーを節約できるのかということを

企業に対して教育することもやっています。しかし、一般的に言えば、産業部門に対してそれほど大きな規

模の政策は行なっていません。 
 その主要な理由としては、多くの企業にとって、エネルギー費用というのは、他の運営コストと比べてあ
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まり大きなコストとなっていないということがあります。紙パルプやアルミニウム製造といった、エネルギ

ー集約的プロセスを有する産業では、エネルギー消費は大きく、そのコストは大きな負担となっています。

そのようなエネルギーをたくさん使う産業にとっては、エネルギー効率を上げ、コストを下げることへの圧

力は大変大きなものとなっていますので、既にできることはやってしまっています。産業部門に所属する、

オフィスのエネルギーに関しては、あまり大きな割合を占めませんが、できることはあるかもしれません。 
 プロセスでかなり多くのエネルギーを使ってしまう企業は、自らの競争力を高めるために、エネルギー利

用効率が既に高いわけですから、更なる効率化のモチベーションはあまりないというわけです。別の企業で

は、製造工程というのはなく、オフィスが多くあるというところもあります。そのようにオフィスが多い企

業についても、小さなビルから高層ビル、そしてその間の様々なタイプのオフィスがあるわけで、なかなか

全部を解決できるような、統一的な施策は、企業に対しては難しいということです。 
 
ジョナサン・ハーレー：補足なのですが、1970 年代と比較すると、英国の産業部門のエネルギー消費は 60％
減少したという統計がここにあります。この要因の 1 部は、英国の産業構造が変わったということによりま

す。今は、エネルギー供給はよりサービス業的になっているということがあります。60％という数字はかな

り衝撃的ですが、別の理由があるというわけなのです。もう 1 つの産業部門のエネルギー消費減少の理由と

しては、アランさんが言ったような、既にエネルギー消費削減に既に取り組んでいる企業にとっては、電力

業界の競争が効いています。エネルギー企業の中に企業担当チームがいて、大規模または中小企業に対して、

可能な限り最安値をオファーしているわけです。エネルギー企業義務(ECO)に基づいて、電力会社等のエネ

ルギー供給企業は消費者のエネルギー消費削減を行わなくてはならないのですが、それと同時に、料金も最

も低い価格で提供することもあり、消費者である企業が競争から便益を得ることができます。100 ものエネ

ルギー供給業者が 50 年間で出てきているわけです。 
 
質問者：アランさん、ジョナサンさんは、この政策を推進される、あるいは業務に携わっていて、実際アラ

ンさん、あるいはジョナサンさんのご家庭でこのグリーンディールというのは導入されていますか。もし導

入されていれば、その効果はどう感じられているのか。もし導入されていないのなら、今後導入されるご予

定があるのかということを教えて下さい。 
 
アラン・クリフォード：まだ個人としては、グリーンディールをやっていません。3、4 年前に、築 110 年ぐ

らいの非常に古い家に引っ越しました。一枚壁で、暖房設備も古く、いろいろな改善の余地はあり、必ずや

ろうと思っているのですが、今のところまだやっていません。まだやっていない理由は、面倒なことに、ち

ょっと家の構造が複雑なのです。しかし、ボイラーが故障してきていますので、新しいボイラーをもう買わ

ないといけません。今年中には、グリーンディールで入れ替えようかと思っているところです。 
 
ジョナサン・ハーレー：私もポジティブなメッセージを出したいと思います。私の家も 110 年前に建てられ

た家です。英国では 100 年もの古い家に住む、というのは良い事なのです。実際にとてもいい建築物で、12
インチの厚さの一枚壁の建物です。しかし、すきま風もありますし、いろいろな非効率もあります。そのた

め、グリーンディールのアセスメントを受けてみました。そして、どのようにしたら節約できるかを聞きま
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した。新しい窓、それからボイラーの入れ替えをする準備をしているところです。また一枚壁の断熱にも手

をつけようかと考えています。また、妻に暖房を少し控えるようにも言っています。なぜなら、暖房しすぎ

る傾向があるからです。 
 しかし、私のような人間は、エネルギー効率を大変真剣に考えています。私の両親は、ソーラーパネルを

付けていますし、地中熱源のヒートポンプを設置する予定です。家庭のエネルギー効率を高めていくことに

長期的なメリットがあるというメッセージは人々に届いていると思っています。 
 
（休憩） 
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第 2 部：日本の取組と課題 

 
高瀬：ではお時間になりましたので、第 2 部を始めさせて頂きます。第 2 部に先立ちまして、科学技術振興

機構 外村理事から皆様にご挨拶をさせて頂きたいと思います。外村理事、よろしくお願いします。 
 
 
歓迎の挨拶 
外村 正一郎 (JST 理事) 
 
外村：JST の理事をしております外村と申します。本日はたくさんの方にご参加頂きましてありがとうござ

います。第 1 部では英国のグリーンディール政策についてアランさんとジョナサンさんにご講演頂きました。

第 2 部では経済産業省の森川様、環境省の増田様、国土交通省の宮森様に日本の省エネルギー政策に関連し

てお話を頂きます。 
 JST では「さきがけ」や「CREST」のプログラムの中で再生可能エネルギーや省エネルギー関連の基礎科

学に関して、多くの研究開発を推進しています。また、先端的低炭素化技術開発、ALCA と呼んでいますが、

このプログラムでは太陽エネルギー、超伝導、蓄電技術、省エネルギー関連など、低炭素社会実現に向けた

多くの技術開発を推進しています。復興庁、経済産業省、文部科学省が協力して進めている革新的エネルギ

ー研究開発拠点形成事業では、福島県郡山市に産総研の協力を得て研究施設を構築し、変換効率が 30％を超

える革新的太陽電池を研究開発するというプログラムを推進中です。 
 一方、JST の低炭素社会戦略センター、LCS では持続可能で豊かな低炭素社会実現のためのビジョンやロ

ードマップの作成を関係の機関と協力して進めています。そのような活動の中で、新しいクリーンエネルギ

ー技術の開発と同時に、くらしの中での省エネルギーがもたらす効果が極めて大きいということがわかって

います。省エネ住宅への改築や省エネ家電への買い替え等が、非常に効果があるわけですが、一方で一時的

な出費が大きく、推進の障害にもなっています。そこで省エネ推進の助成や新たな政策の検討といったもの

が低炭素社会の実現のために非常に重要になってきます。 
 ここでは Future Earth で言われている多くの利害関係者の皆様の意見を聞き、共に検討して社会実装し

ていくという新しい取組みが重要と思われます。 
 その中で本日お話し頂きました英国のグリーンディール政策は大変参考になると考えています。この英国

のグリーンディール政策を参考に、日本の特徴や固有の事情も考慮し、カスタマイズして、民間ベースで持

続的に運営できる新しい制度設計をすることが非常に重要であり、そのための調査・検証を平成 26 年度にし

ていきたいと思っています。また可能であれば、平成 27 年度以降に、関係する企業の皆様と共に、プロトタ

イプ社会実験を実施できれば非常にありがたいと考えています。 
 そういう中で、このようにたくさんの関係省庁や研究機関、企業の皆様の参加を頂いて、本日このワーク

ショップを開催し、意見交換やご議論を頂くということは、大変に意義深いことと考えています。JST とし

ましても、あらゆるステークホルダーの皆様と共に考え、共に豊かで持続可能な社会実現のために努力して

いく所存です。ご参加の皆様には、これからの第 2 部、また第 3 部を含めて、是非、活発なご議論、意見交
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換をお願いしたいと思います。また JST に対するご意見がございましたら、それを聞かせて頂ければと思い

ます。どうぞよろしくお願いいたします。簡単ではございますが、私からの挨拶とさせて頂きます。 
 
高瀬：外村理事、ありがとうございました。 
 では引き続きまして第 2 部の最初の講演は、経済産業省 産業技術環境局 環境政策課の森川様より、日本

の省エネルギー政策と J-クレジットについてです。 
 
 
省エネルギー政策と J クレジット 
森川 純 氏（経済産業省 産業技術環境局 環境政策課 環境経済室 環境調和産業推進室 課長補佐） 

 

 

 皆さんこんにちは。只今、ご紹介にあずかりました経済産業省 産業技術環境局 環境経済室の森川と申し

ます。本日はこのような機会を与えて頂きありがとうございます。私の部署は、実は省エネではなく、どち

らかというと国の CO2削減目標、産業界の実施行動計画、市場メカニズムを活用したクレジット制度等を担

当しているところです。ただ、温暖化対策と省エネというのは、多くは表裏一体であること、そして私の担

当している J-クレジット制度というのが技術ベースで省エネ、省 CO2を進めていくという制度であることか

ら、グリーンディールに関連する議論に少しでもお役に立てるのではないかと思い、少しお話をさせて頂こ

うと思っています。 
 大きくはエネルギーの全体像、省エネ施策、J-クレジット制度という 3 つのパートに分けてご説明します。

最初の省エネの方は主に産業界の話で、本日のくらしの省エネということからは少し外れますので、簡単に

進めたいと思います。 
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 まず全体像です。本当に全体像の全体像なのですが、1973 年対比で日本の GDP は 2.4 倍になっている一

方、最終エネルギー消費は 1.3 倍に留まっています。その中でも右側の縦グラフを見て頂きますと、産業界

は実は 0.9 倍ということで 1 倍を切っている。一方で運輸部門は 1.8 倍。家庭部門、業務部門が 2.4 倍とい

うことで、2 倍以上増えているという状況になっています。 
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 日本のエネルギー・ポリシー、政策の歴史ということですが、日本は資源に乏しいということもあり、経

済やエネルギー情勢の変化に伴ってアダプトしてきました。例えばエネルギー・セキュリティーにエコノミ

ック・エフィシエンシーが足され、そのあとは環境が足されて、と、どんどん重点が、バランスがとれ、変

遷してきているというのがこちらの表です。これが全体像の政策の動向ということです。 

 

 次に省エネの話に特化して具体的な取組みについて簡単にお話しいたします。 
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 まず日本の省エネの努力です。やはりオイルショック以降、この左下の表を見てもわかるとおり、40％減

と相当省エネが進んでいる状況にあります。省エネ法というのもあり、右側の表ですが、GDP 単位というこ

とになりますが、世界最高水準のエネルギー消費を達成していると言っていいかと思います。 

 

 省エネ法というのは産業界、業務・家庭部門、運輸部門をカバーしています。中身で言うと、例えばエネ

ルギー消費量の定期的な報告、ビル・家庭の省エネ基準、トップランナー制度などを規定しているものです。
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どの分野を何がカバーしているかというのは詳しくは上のスライドをご覧ください。 

 

 具体的な工場の規制スキームについては、かなり産業の話になってしまうのですが、原油換算 1,500 キロ

リットル以上の工場をターゲットにしており、全体で言うと産業界の 90％、商業部門の 40％位をカバーし

ています。カバー率はかなり高いものになっています。例えば年率 1％の削減をしなさいというようなこと

がこの中で決まっており、かなり地道に積み上げるような施策になっています。 
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 もう 1 つトップランナーについて簡単に触れたいと思います。こちらは 3 年から 10 年以内の省エネのタ

ーゲット、目標を満たすことを義務づけている仕組みで、特に家電や自動車の省エネ施策、省エネの効率ア

ップに寄与しています。例えば左側の自動車のところで言いますと、ガソリン車だと 1995 年から 2010 年で

燃費が 48.8％向上しています。エアコンの方でも 32.3％、冷蔵庫も 2005 年から 2010 年で 43％というよう

なことで、かなり高いレベルの省エネ効果が得られていると考えています。 

 

 震災の後、省エネの継続のために、従来のエネルギー消費量を少なくしようという取組みに加えて、右側

の方のピークカットの話、今回の話にも関わってくると思いますが、ビル・家庭の省エネの話、エネルギー・

マネージメント・システムを促進しようという方向が追加されてきています。 
 
 具体的な話で言うと、例えば BEMS や HEMS です。ビルや家庭のエネルギー・マネージメント・システ

ムの導入が今進んでいまして、BEMS の Aggregator では、取りまとめるような方が中小にマネジメントサ

ービスの提供等をしています。今後デマンド・レスポンスというサービスの提供も期待しているところです。 
 
 更にもう一歩進むと、ZEB、ZEH と言っている、Net zero energy building や Net zero energy house、そ

の先にはスマート・コミュニティーという形でそれが面的に広がっていくことを今、期待しているところで

す。 
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 それでは、今回私の方から 1 番ご紹介したい J-クレジット制度というスキームについて簡単にご紹介した

いと思います。 

 

 もともと国内クレジット制度というものがありました。京都議定書の下で日本は 6％の削減義務を負った

ことから、産業界の方は自主行動計画という形で自主的に省エネ、省 CO2を進めるということになりました。

それを達成できなかった場合には京都クレジットや、国内の CO2削減の分を使おうということで、日本の国
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内クレジット制度を立ち上げたのです。Japan’s Domestic Credit と書いてあるところです。2008 年の 10
月にスタートし、プロジェクトでいうと 1,466 プロジェクトが実施され、トン数で言うと 150 万トンくらい

の CO2削減のクレジットが認証されました。 

 

 こういう制度を始めようと考えた、省エネや省 CO2のバリア、障壁について話します。まず大企業と中小

企業のエネルギー消費効率の差があります。左側の表です。大企業と中小企業の省エネ効率の差が、実は 20％
くらいあり、省エネの余地が特に中小企業の方にまだあるのではないかと考えています。中小企業ではどう

して省エネ投資がなかなか進まないのかを聞いたアンケートの結果が右の表で、半分くらいの中小企業が、

導入コストが高いためになかなかそういう投資ができないのだと答えています。何をやったらいいかわから

ないとか、自分ではできないというような答えもあるのですが、一番の障壁はコストだろうということで、

クレジットを売却することで少しでも導入コストを抑えて中小企業の省エネが進まないか、ということで制

度が始まりました。 
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 具体的なスキームです。これは前の国内クレジット制度の時代ですが、大企業と中小企業、農業や家庭も

あります。基本的には中小企業や家庭が新しい省エネ、省 CO2に繋がる設備を導入する。例えばボイラーや

太陽光発電設備といったものを導入して、それに対して実際にどれくらい CO2が削減されたかをきちんとモ

ニタリングし、その削減した分を国の方の委員会でクレジットとして認めて、それを大企業に売却すること

ができるというスキームになっています。 
 この制度は経済産業省、環境省、農林水産省の 3 省の共同事務局が 2008 年から行いました。大企業の自

主行動計画、省エネ法や温対法の報告、CSR 的にオフセットをするというのが主な使用用途となっています。 
 
 国内クレジット時代の成果についてです。先ほど申し上げたとおり 1,460 件くらい実際にプロジェクトが

行われたのですが、左上のプロジェクトが行われた場所ということで言いますと、半分くらいが工場になっ

ています。その次が実は家庭で、家庭の太陽光発電の導入などが多くなっています。それ以外に温泉施設、

病院、ホテルなど、いろいろなところでプロジェクトが行われました。その下の、導入された設備の種類と

いう円グラフですが、バイオマスボイラーも含めると半分以上がボイラーということになっています。ボイ

ラーというのは投資回収年数が短く、わりと簡単に投資回収ができるので、企業としても取組み易いという

ことで、半分位がボイラーということになりました。それ以外も照明、LED 化、ヒートポンプなど各種の設

備が導入されています。 
 

 



 

87 

 

 

 次のページにいきまして、真ん中の表の左側にある Domestic CDM というのが、国内クレジット制度です。

もう 1 つ、環境省の方で森林の CO2吸収をクレジット化する J-VER 制度というものがありました。京都議

定書が終わる 2013 年 3 月に制度が両方とも一旦終わるということで、2013 年 4 月からは 2 つの制度を一体

化しました。その名前が J-クレジット制度です。2013 年以降も引き続き CO2削減を進めていかなくてはい

けない、産業界の低炭素社会実行計画や CSR などで引き続き国内のクレジットを使ってもらおうということ
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で、基本的には 2 つの制度の最大公約数をとる形で、今まで参加してきた人に加えて新たな参加者を募ろう

と進めています。 

 

 具体的なプロセスです。先ほどのグリーンディールのプロセスも結構複雑だったと私は思ったのですが、

こちらの方も中小企業にとってはなかなか複雑な制度です。最初に、例えばボイラーや太陽光という技術毎

に、どのように CO2削減量を計算するかという方法論が必要です。今 60 以上方法論があるので、普通は既

存の方法論を使えばいいのですが、自分が使いたい方法論を選択してまずどれくらい CO2が削減できそうか

という計画書を作ります。これが②番のプロジェクト・プランニングというところの Development of PDD
というところになります。計画書を作ったら第三者の審査機関がありますので、そちらの審査機関が計画書

をチェックし、問題無いという Validation を行います。Validation が終わった後、参加者は国の方の委員会

に登録申請を行い、国の方で問題なければそちらの方を登録します。そちらがプロジェクトの登録、③番と

④番ということになります。一定期間、1 年なり 2 年なり 3 年なり、実際に設備を稼働してもらい、実際に

どれくらい CO2が削減されたのかをきちんとモニタリングして、それを再び実績報告書という報告書の形に

中小企業の方ですることになります。それに対して第三者の認証機関が実際に報告書どおり CO2が削減され

ているということを認証し、その報告書と共に国の方に提出して、国の方に最終的にクレジットの発行の決

定権があるというプロセスになっています。 
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 具体的な制度文書もいろいろあります。一番上にあるのが実施要項、全体を統括するような文書。その下

に方法論を作るための文書や、実際に実施するためにはどういうプロセスを踏んで下さいという文書が整備

されています。 

 

 具体的な審査体制、国の方の体制です。3 省で持っている制度ですが、2 つほど委員会があります。1 つが

Steering Committee と書いてある運営委員会、もう 1 つが実際に個別のプロジェクトを審議して、承認や認
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証していく認証委員会ということになっています。主に運営委員会の方で制度文書、制度全体の運営に関す

る審議や、方法論の作成を行い、認証委員会の方で具体的なプロジェクトの登録やクレジットの認証を行う

ことになっています。Secretariat と書いてある事務局の方、我々の方でそちらをサポートするという形です。 

 

 もう 1 つ、先ほどから出てきている、計画書などをチェックする審査機関なのですが、こちらは ISO14065
を取得しきちんと体制が整っている審査機関を国の方で登録し、Validation と Verification を行うことにな

っています。 
 

 具体的なプロジェクトです。どういうプロジェクトが登録できるかということで、条件が①から⑦とあり

ます。国内の制度なので、当然国内でやっていること。2013 年以降の制度なので、2013 年 4 月以降にスタ

ートしたこと。③番が環境の制度特有の話なのですが、追加性を満たしていることということで、単純に言

うと投資回収年数が 3 年以上であるというのが、追加性があるということです。投資回収年数が 3 年未満の

ものについては、それは企業などが自分で、こういう制度の後押しが無くても自分たちで導入していくだろ

うということで、投資回収年数がある程度長いものをこういう制度で後押ししようということから定められ

ている要件になっています。それから④番の先ほど申し上げた具体的な方法論に基づいていること、⑤番の

審査機関がきちんと審査をしていること、というような条件があります。 
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 今、申し上げた方法論なのですが、方法論としてはエネルギー分野、特に省エネ分野と再エネ分野、それ

から工業プロセス分野、農業分野と廃棄物、森林分野ということでかなり幅広く CO2が削減されたり吸収さ

れたりする分野をカバーしている制度になっています。右側の方に Baseline and Credit の基本的な考え方

という枠があるのですが、こちらの方は、例えばボイラーを新しく入れ替えたというようなプロジェクトの

場合、仮に新しいボイラーを入れてなくて前のボイラーを使い続けていたらいったいどれくらい CO2が出た
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のだろうかというのがベースラインになります。古い設備を使い続けた場合の CO2排出量というのが家庭の

CO2排出量になり、それと比べて実際に新しいボイラーを導入した場合の CO2排出量がどれくらいだったの

か、こちらの方は実測をすることで、その差分が CO2削減量になるという考え方になっています。 
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 具体的な方法論がずらっと 58 個承認されています。わりと使われているものから上に並べているのですが、

ボイラーやヒートポンプというものもあれば、下の方に行くにつれて、私も英語を見てすぐにパッと日本語

が出てこないような方法論もあります。こういう技術についてエネルギー分野の方に 38 個の方法論があり、

再エネ分野が 9 個、工業プロセスが 5 個、農業で 3 個、廃棄物 1 個、森林関係が 2 個というような方法論で

実施しているところです。 
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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。 
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 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） 
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宮森：只今ご紹介に預かりました、国土交通省の住宅局で建物の省エネを担当しています宮森と申します。

今日はよろしくお願いします。 

 

 私の方からは、住宅建築物の省エネルギー、あるいは低炭素化に向けた取組みということでご紹介させて

頂きたいと思います。 
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 この図をご覧いただくと、住宅建築物部門のエネルギーの増加が著しいということがわかります。1 番の

原因は世帯増で、世帯当たりのエネルギー消費量自体は減ってはいますが、結果として民生部門のエネルギ

ーが増えていることが課題です。先ほどのお話にもありましたが、イギリスのグリーンディールを日本でど

う参考にするかという議論をさせて頂いていると思います。日本とイギリスの事情の違いを踏まえながら考

えていきたいと先ほどおっしゃっていましたが、その辺りの幾つか参考になる情報を今日提供したいと思い

ます。 
 
 まず 1 つは、世帯当りのエネルギー消費量の構造として、例えばイギリスですと当然暖房費のエネルギー

消費量が多いと。一方で日本を見てみると、北海道から沖縄まで幅広く違いますが、暖房消費量というのは

必ずしも大きくはないということです。比べて大きいのは給湯です。日本人はお風呂が好きというのがあり

ますが、給湯需要が大きいといったところが 1 つ特徴として挙げられます。極端に暖房が少ないと思われる

かも知れませんが、基本的には、東京の方などそうだと思いますが、間欠暖房、部分暖房ということで、欧

米のように全館連続暖房という形は、北海道など一部を除き、日本全体で見ると必ずしも一般的ではない。

そういったところが 1 つの特徴です。 
 実はこれが我々の施策の上での 1 つのハードルです。暖房消費が多ければ、それに対する改修コストをど

う回収するかというのは比較的やり易いのですが、必ずしもそうではない状況の中でどう取組むかというの

が 1 つ課題としてあります。 
 日本は省エネ基準を 8 地域に分けて規定しています。例えば北海道であれば厚い断熱材を入れて、あるい

は高効率の設備を入れてということですが、沖縄などはいかに日射を遮蔽して冷房負荷を減らすかというこ

とを考えます。北であれば日射は歓迎しますが、南であれば日射は歓迎しない。そういった特徴があるとい

えます。 
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 これは日本の位置づけで、沖縄と北海道だとだいぶ気候条件が違い、対策も変わってくる、そういった現

状があるということです。 
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 これが先ほどの、実際のエネルギー消費量、これが暖房です。沖縄だと当然冷房消費の方が多く、それに

合わせた省エネ基準を用意しています。沖縄だと日射遮蔽が一番重要ということで、そういった基準になっ

ているということです。 

 

 住宅の市場構造ということですが、特徴的な点としては、日本は新築市場ということで、中古流通が 13.5％
です。欧米諸国などは、ほとんどが中古流通ということになっていると思います。先ほどのイギリス政府の
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お 2 人の方も 100 年の住宅に住んでいるということでした。日本もこれを是としているわけではなく、中古

流通の市場拡大にどう取組むか、あるいは住宅を長持ちさせるためにどうするか、そこに今取組んでいると

ころです。1 つの良い点としては、新築を頑張ればそれなりに効果があるということです。一方で既存につ

いてはなかなか、実際流通してないところですので、そちらから手をつけないといけないということが 1 つ

大きな課題かと思います。 
 

 

 

 イギリスがどうなのかわかりませんが、1 つの特徴として、戸建て住宅の供給事業者を見てみますと、中

小事業者が多いということがあります。年間 20 戸も作っていない事業者が全体の 95％を占めます。そうい

った構造の中で、こういった人たちにどう省エネに取組んでもらうかというのが、今、我々に問題意識とし

てあります。断熱施工、なかなか在来工法だと難しい部分もありますので、その辺りの講習会などに取組ん

でいるところです。 
 
 今まで国土交通省がどのようなことに取組んできているかということです。個々の説明はしませんが、大

きく省エネ法に基づく規制ということで、順次その届け出対象を拡大し、基準も順次強化をしてきました。

これは先ほども話がありましたが、適合義務化ということにはなっていませんので、それを今後 2020 年ま

でに適合義務化する、そういったところに取組んでいます。ラベリング制度としては、住宅については法律

に基づいた住宅性能表示制度、非住宅については CASBEE、そういうものを用意してきています。あとはイ

ンセンティブということで、融資、補助金予算、税制といったことにこれまでも取組んできています。 
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 省エネ基準、今まで、実は住宅については断熱の基準だけでした。断熱についてこれまで順次基準を上げ

てきたといったところです。 
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 新築の省エネ基準の適合率を見てみると、非住宅については概ね 9 割、ほとんどの人が皆、適合してきて

いるという一方で、住宅については先ほどのような話もあり、まだ 5 割程度といったところです。これをど

う今後上げていくかという話と、省エネ基準適合義務化をどう図っていくかといったところが、新築につい

ての今の我々の課題だということです。住宅エコポイントをやった時にかなり世の中が盛り上がりまして、

その結果だいぶここまで上がってきたということはありますが、今後これを更に上げるためにどういったこ
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とに取組むかということは 1 つ課題です。 

 

 ストックについては、耐震と省エネ。ストック改修というのは課題ですが、なかなか進んでいかないとい

うことが 1 つ大きな課題としてあります。 
 

 

 最近の取組みについて次に紹介したいと思います。 
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 これは去年の日本の成長戦略である日本再興戦略について書かれているものです。新築については 2020
年までに義務化をしましょうということです。あとは既存対策も省エネ改修をどんどん進めましょうと。あ

るいは更にレベルの高いものを目指すということで、ネット・ゼロ・エネルギー化を図る。この辺りに細か

く書いてありますが、例えば 2030 年で新築の平均でゼロエネ、非住宅についても同じような目標といった、

野心的な目標を掲げています。 
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 ここ 1、2 年の話をしたいと思います。省エネ基準については、先ほど紹介したように今まで躯体の断熱性

能の基準しか見ていなかったのですが、昨年基準を見直し、暖房エネルギーだけではなく、給湯需要が多い

ことなども含めて、家の全体の設備、全体を見た基準、一次エネルギー消費量基準というものに見直しまし

た。太陽光の自家消費分についても考慮しましょうといったことです。 
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 家電についてはここでは評価していませんが、それ以外の暖冷房、給湯、照明、換気あるいは太陽光とい

ったものについて評価する、そういった基準を昨年導入したということです。 

 

 この辺りは少し細かいので省略します。 
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 次はラベリングの話です。 

 

 住宅性能表示制度ということで、法律に基づいてこれまでやってきています。新築でいうと、今、全体の

約 2 割に住宅性能表示制度が活用されています。耐震性などいろいろな項目がありますが、その中に温熱環

境という項目がありました。これまで断熱のレベルの等級表示だったのですが、新たに一次エネルギー消費

量基準という基準を作りましたので、一次エネルギー消費量等級という等級も作りました。等級 5 という最
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上等級については、一昨年作ったエコまち法という法律に基づく、省エネ基準よりも更に、概ね 10％レベル

が高いものを基準としています。こういったことで市場で評価され、より省エネ性能が高いものに適応する

ことを期待しているということです。 
 

 

 これは非住宅、ビルです。これまで、イギリスの BREEAM、アメリカの LEED、日本でいうと CASBEE
といった形で、建物全体の環境性能を示す指標はありましたが、省エネに特化したものというのを今、作っ

ている途中です。この春ぐらいから運用を開始したいと思っています。非住宅のエネルギー性能に特化した

ラベリング制度というのを構築しています。既存のビルのストックについて、大きいものであれば当然

CASBEE など総合的な環境性能で勝負すると思うのですが、中小規模のビルのストックなどが差別化を図り

たいといった時に、こういった制度が活用されるのではないかと。そういうことを期待して今、開発中のも

のです。 
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 これはもう時間もないので紹介を省きますが、融資制度、あるいは税制、補助といったことで、新築、あ

るいは改修についてそれぞれ支援をしてきています。改修については税制も補助制度も用意はしています。

新築については、特に先導的なモデルに対しての支援、あるいはゼロエネに対する支援ということで、より

レベルの高いものについて支援をしているというところです。 
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 低炭素エコまち法については、省エネ基準よりも 10％レベルが高く、あとは幾つか選択項目があります。

例えば HEMS を導入している、あるいは節水対策に取組んでいる、そういったことを総合的に評価して、住

宅税制の優遇措置を受けられるということを平成 24 年からやっています。 

 

 ゼロ・エネルギー住宅についても、中小工務店向けに国土交通省として最大 165 万円の補助金で支援をし

てきています。 
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 これが今年度の補正予算、そして来年の当初予算で予定している新規制度で、長期優良化リフォーム推進

事業です。これまで長期優良住宅という、新築で法律に基づいてやってきていました。将来的には既存につ

いても長期優良住宅という仕組みを作りたいということで、まずは予算で先行してこういった長持ちする住

宅について支援をしていくと。当然ながら断熱性や省エネ性といったものもその中には位置づけて支援を図

っていこうということです。ストックの省エネの現状、あるいは耐震性、その辺りについてトータルでパッ

ケージとして支援していくということを入れています。2020 年までに中古流通、あるいはリフォーム市場の

規模を倍増するという目標を掲げています。 
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 最後ですが、これは我々がその次に目指す姿です。ゼロエネを超えて更に次の世界ということで考えてい

るのが、ライフサイクルのカーボンマイナス住宅です。 
 運用時だけではなく、建設時、あるいは廃棄時といったライフサイクルの中でもカーボンマイナスを目指

すことが将来的には必要ではないかということで、関係省庁と議論をしているところです。 
 
 私からは以上です。ご清聴ありがとうございました。 
 
高瀬：宮森様、ありがとうございました。J-クレジットということで様々な省エネルギーや再エネの価値、

経済性を上げる取組みを行っていたり、家庭エコ診断ということでアセスメントの部分を行っていたり、住

宅の省エネ基準ということでしっかりと基準を新しくしていったりと、3 省それぞれ取組みがあります。私

ども LCS から、もっとそれぞれの取組みを統合して活かすような政策があるのではないかということで、先

ほどご案内したペーパーにも書かせて頂いているのですが、J-クレジットをベースにプロジェクト、実証実

験を行い、家庭エコ診断のスキームも利用しながら、将来的には住宅の方、断熱などにも適応していきたい

ということを提案しています。その提案の詳細について LCS 研究統括の松橋の方から皆様にお話をさせて頂

いた後に、お三方への質問も含めて議論の時間とさせて頂きたいと思います。では松橋先生、よろしくお願

いします。 
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第 3 部：日本版グリーンディールの展望 

 
日本における家庭の省エネ政策パッケージの提案 
松橋隆治 (LCS 研究統括/東京大学工学系研究科教授) 
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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。 
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質疑応答・議論 
 
高瀬：ここから質疑応答や活発なご議論ということで、皆様からご意見をうかがいたいと思います。ご発言

の方は挙手して頂いて、お名前とご所属を言って頂ければと思います。 
 
質問者：プレゼンテーション、ありがとうございました。経済産業省の森川様にうかがいたいことが 1 つご

ざいます。 
 省エネ施策の収益性を概算される時に、IRR などを考えられているのかと想像しています。その際に設定

する割引率が、NPV など計算する際にかなり影響するのではないかと思うのですが、その割引率はどういっ

た要素で決められることが多いのでしょうか。 
 
森川：ご質問ありがとうございます。私自身、直接省エネ施策を担当しているわけではないので、割引率に

ついて直接お答えするのが難しいのですが、例えば具体的にどういうイメージの話ですか。 
 
質問者：例えば、投資回収が短いので中小企業の方もボイラーが導入し易いとお話し頂きました。 
 
森川：わかりました。今のボイラーの例で言いますと、例えば中小企業がボイラーを入れる際にどうして投

資回収年数を判断するか。まずボイラーを導入するために購入する費用がかかります。より高効率のボイラ

ーを導入した場合に、1 年間の燃料費の削減比、前よりもどれくらい少なくなるかが計算できると思います。

そのトータルのボイラーの費用を、その削減した費用で割ると、何年間で最初の投資が回収できるかという

のがわかります。ボイラーはわりとその削減の率が高い。だいたい 4 年、6 年それ位で削減できるので、先

ほどの J-クレジット制度でいうとかなり多くのものがそちらの方に投資しているということになります。逆

に LED 等ですと、最初の投資に対して 1 年間の電気代の削減量というのは少ないので、10 年になったりす

る。そういうような計算で我々の方で判断しました。国の方の施策でいうと、ボイラーを推進しようとか、

LED を推進しようという判断はしておらず、投資回収年数 3 年以上のものでやりたいという人がいれば全部

受け入れるというような形で J-クレジット制度は運用しています。 
 
高瀬：ではちょっとここでアランさんとジョナサンさんに、日本の政策や LCS の提案に何か感想、ご意見、

ご質問があればと思ったのですが。 
 
アラン・クリフォード：とても興味深くうかがいました。いろいろな、類似した取組みが日英間にあるのだ

なと思いました。特に、省エネ診断やスマートメーターとか、そういう点においてです。これから日本にお

いて行われようとしていることは、現在英国においてグリーンディールの枠組みにおいて行われているより

も洗練されているのではないかと思っています。我々の経験が、日本での政策展開に役に立ち、より容易に

こういった取組みができることを期待しています。特に、個別家庭からアセッサが得る、HEMS、それから

またリアルタイム情報などを得るとのことですが、そういった取組においてです。もう少し知りたいと思い

ました。どのようにしてそれを実現できるか、といったことです。 
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 私たちの場合、英国のグリーンディール政策、そしてその他の政策すべてにおいて、電気機器などを対象

に入れるということはできていません。なぜなら、そういった入れ替えのスピードが速いということ、また

引越しの際には簡単に持ち出せるからです。英国では、賃貸で居住して、より頻繁に引っ越すのです。日本

でもそういったことについては考えていらっしゃいますでしょうか。このような問題には、どのように対応

するのでしょうか。 
 
ジョナサン・ハーレー：私も数点加えたいと思います。アランも言ったように非常に興味深くうかがいまし

た。幾つかのアイディア、かなり洗練されているなと思いましたし、私たちからもいろいろと学んだ上でよ

り良くして下さったのかと思いました。2 つ興味深いと思ったのは、まず 1 つは、ウェブサイトを活用し、

アセスメントをするということ。そこのところは私たちも検討しているところです。その方が顧客にとって

より容易だし、良いアイディアだと思うからです。顧客側もそれを気に入るのではないかと思います。顧客

からよせられた意見として、何度も訪問があり、検討に時間がかかり過ぎる、複雑すぎる、高すぎるといっ

た意見を聞いています。自動化し、オンラインでできるということになれば、人々がより参加するようにな

るでしょう。特に、すぐに明確な結果が得られることが大きいと思います。 
 そうなれば消費者も迅速にメリットが得られるはずです。ですから、その方向に行くことをお勧めします。

2 つ目として、大きな課題であると思ったのは、市場の自由化と連動した形での政策形成だと思います。自

由化の最大のメリットの 1 つは、ガバナンスが中央集中すること、つまり、市場を皆で一緒に発展させると

いうことではないかと思います。私のアドバイスとしては、多地域にまたがって供給する電力会社をとりま

とめ、統一の方法論を持ち、その統一の方法論を自由化とも統合するようにしたほうがいい、ということで

す。そうすることによる非常に大きな利点としては、個別に段階的実施をするのではなく、一緒にやること

ができるということです。それは、大変大きなメリットがあると思います。 
 
高瀬：その他、ご講演されたお三方でも松橋先生でも何か、フロアの方でもご意見、ご議論がございました

ら。では先に増田様、お願いします。 
 
増田：先ほどのクリフォードさんのご質問の中で、引越しのタイミングや機器の入れ替えのタイミングとい

うお話がございました。こういったところは、私どもの方でも家庭エコ診断をやる時に考えているところで

はございます。これまでやってきた中であったのは、ライフイベントが変わる時にそういった診断への興味

や、その結果が出てきやすいということです。例えば、独り立ちをして家から出る時、就職、結婚、出産、

最後は子どもが旅立ち親だけで住む時、そういったタイミング毎に、こういった家庭の機器の買い替えや、

住まい方そのものを見直すというタイミングが来やすい。そういった時に、例えば家電の量販店であったり、

あるいは家具のメーカーであったり、工務店であったり、というようなところに対してそういったご相談が

来るということがあります。そういうところに対して情報を与えていくのは非常に重要かと思います。スマ

ートメーターなど、洗練されているのではないかというお話もありましたが、私の個人的な印象ですと、ま

だまだ、日本ではスマートメーターは普及がこれからというふうになっていますが、HEMS 自体はあまり多

くは普及できていないのかなというところもあります。HEMS を付けている家庭に対してエコ診断をして、

その前後の比較をするということや、アドバイスを渡した時に皆さんがどのように行動をして電力消費量が



 

150 

減るかということも昨年ちょっと調査をしているのですが、診断を受けたところが必ず減るかというと、元

のベースラインの特定が難しいというところもあり、多少その効果は出ているものの、なかなか分析が難し

いのかなというのが正直な感想です。 
 
森川：アランさんのご質問の中に引越しの頻度がありました。今、環境省の増田さんがお答えした点で、私

も 1 つ大事な点があると思っています。それは英国のグリーンディールは、ローンが家と言いますか、固定

資産に付随するような形に作られている点です。非常に長寿命の住宅があり、ある人が引越しをされて別の

人がその家に入りますと、新しく家に入った人が、グリーンディールのローンを引き継いでいく。そのため

に英国においては法律を改定してグリーンディールが固定資産に付くというルールを作られたのだと思いま

す。日本においてそれが可能かどうか、私は今、結論を持っていない状態です。日本の住宅は、先ほど申し

上げたように、寿命が短いということもあります。従って、私たちとしては、手軽にアプローチできる省エ

ネ家電製品の方からまずアプローチするというふうに考えています。将来的には国土交通省からもお話があ

ったようにロングライフ住宅というものが出てきて、その際には是非イギリスの例を学んで、場合によって

はグリーンディールのまさにユニークな点であるローンが固定資産に付くというところにチャレンジしてい

かなければいけないと思っています。こちらは行政の方のチャレンジでもありますので、また皆様とご相談

をして、そして英国のこの際のご苦労を勉強したいと考えています。 
 ご指摘のあった電力市場のリフォームと電力会社の連携についてなのですが、電力市場のリフォームとい

うものがこれからどのように進んでいくのか、私たちも完全には先が見通せていません。ただし、今のとこ

ろ日本の、10 個大きな電力会社がございますが、それらの連携は極めて限られています。これから、再生可

能エネルギーが増えていくという時に、連携をもう少し強化するかどうか。こういう問題も出てくるかと思

います。グリーンディールの問題とは別になってしまうかも知れませんが、この辺りも考慮しながら日本と

しては考えていかなければいけない問題だろうと思っています。ご指摘ありがとうございます。 
 
質問者：松橋先生にご質問したいのですが、モデルを使って、そしてその前提となる限定合理性を考えられ

ているというところに非常に興味を持ちました。そこについておうかがいしたいと思います。1 つはその限

定合理性をはかる時に、関東と関西で実際にデータを取られているという話なのですが、例えば世帯によっ

て動きが違う、地方によっても動きが違う、あるいは家庭の年齢層、高齢者世帯である、単身世帯である、

あるいは若い夫婦であるなどで違ってくると思います。その辺りについて、最後モデル化される時にどのよ

うにお考えになっているのか。もう 1 つが、この分析までのお話の中では風力にしても、限定合理性を図る

にしても、地域性の話というのがかなり大きく出ていたと思います。最後に CG モデルのようなモデルで分

析されるというようなことだと思うのですが、その中でも地域性を考えられたような分析というのはされる

のか。少しテクニカルな話にはなりますが、今後の研究のご予定など、その辺を教えて頂ければと思います。 
 
松橋：ご指摘ありがとうございます。最終的に目指しているものは、まさにご指摘された地域差や個人差を

きちんと考慮した評価というものです。ただし、日本全体を評価するモデルにそのまま入れてしまうと、モ

デルとしてはあまり効率的でなくなってしまうので、どういうふうに整合性をとるかというのを、今、考え

ているところです。ただし、コンピュータの計算能力というものは非常に上がっていますので、個人別の消
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費性向の違いなどを考慮した、個人別のモデルをなるべく考慮できるような、そういう構造にしたいなとは

思っています。 
 
質問者：英国のお 2 人におうかがいします。まず、評価、アセスメントを行っている業者があると思うので

すが、レポートもいろいろ拝読させて頂きますと、かなりの評価が無料で行われているというようなことが

書いてあったような気がしています。機器が小さく安い、数万、数十万といったオーダーの場合、グリーン

ディール・プロバイダの人件費がかかってしまうと、なかなかペイしない可能性もあるのかというイメージ

があるのですが、その辺りの実態を教えて頂きたいと思います。経済産業省の方がおっしゃっていたように、

プログラム化することによってそれはコストダウンが見込めるのか、この辺りの実態、皆さんの感覚、その

辺りを少し教えて頂けたらと思っています。 
 
アラン・クリフォード：では私の方から。質問ありがとうございました。アセスメント・コストですが、そ

の価格は実施事業者であるアセスメント事業者（アセッサ）が決めます。よって、価格は 100 ポンド前後、

つまり 80 から 150 ポンドの間くらいとなっています。その不動産の状況にもよります。アセスメント・コ

ストが 1 つの普及の障壁になっていることは確かです。ですから、ジョナサンが言ったように、そのコスト

を引き下げることができれば、ぜひそれに取組みたいと思っています。オンライン診断が可能となれば、デ

ジタルにカスタマー・ジャーニーが行われることになります。少なくとも、アセスメントの１部はそのよう

にオンラインまたはデジタル化したいと考えています。ただし、完全にデジタル化するのは難しい部分もあ

ると思います。なぜなら、建築物に実際に行って、測量をし、調査員として実態を理解することが可能であ

る必要があるからです。しかし、その部分というのは、アセスメント全体でみれば 1 部でありますし、オン

ライン化、デジタル化できる部分はありますし、そちらを目指したいと思っています。  

 今現在は、多くのアセスメントが無料で行われているようです。もしくは、対策の実施を促すために、設

置後にアセスメント費用を返還したりもしているようです。キャッシュバックの枠組み（訳注：対策導入の

費用を、対策の種類によって定額補助をする仕組み。導入後にお金（キャッシュ）が戻って（バック）する。）

といったような、グリーンディールの初期段階の仕組みなどもあります。これは、顧客に、対策の導入を行

えば、アセスメントにかかった費用より多い金額が返ってくるということを、知らせるためのものです。こ

れでお答えになっていますでしょうか。 
 
ジョナサン・ハーレー：アランが言ったように、これは挑戦なのです。かかる費用や時間、そして何度も訪

問が行われるという点において、消費者にとって何がプラスかということを検討する必要があります。一方

で、認定を受けた非常に調査スキルの高い 3,000 人のアドバイザがいる市場を創設したわけで、そのような

投資に対する報酬（ROI）は必要です。なお、顧客の中には、家庭への訪問調査が必要ない場合もあるわけ

です。特に、家庭の断熱という対策の性質やコストを鑑みると、必要ない場合もあります。ですから、何が

顧客にとって望ましいか、そしてまた一方で、省エネ診断士や住宅性能評価を行う人にとって、何が望まし

いかということもありますから、その間を探っているわけです。どのように簡略化していくかということに

関して、難しい挑戦なのですが、今、その検討に時間を費やしているところです。 
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高瀬：家庭エコ診断では費用はどのような、誰が幾らぐらい払うような仕組みになりそうというようなとこ

ろはございますでしょうか。 
 
増田：ありがとうございます。家庭エコ診断では、これまでの 3 年間は国からの委託事業、モデル事業とし

ての委託事業ということでやっていますので、国の方で負担をしています。ただ、民間企業の方では対策支

援、要するに営業行為というところまで最終的に持っていきたいというのがあるので、こちらの側からお支

払いを必ずしも全額していない部分もございます。要するに企業によっては自分のところで持ち出しをして

までされているというのが診断の実際になっています。来年からは補助事業という形になりますので、診断

にかかる費用、要するに受診者の方の募集や、受診者と診断士の間のネゴシエーション、調整をするという

部分といった辺りにつきまして、診断事業の 2 分の 1 を補助するというスキームを考えています。その中で

実際行われていくということになります。 
 
宮森：アランさんとジョナサンさんにおうかがいしたいと思います。非常に面白い取組みで、勉強させて頂

きありがとうございました。お二方、グリーンディールを使おうかなというご発言をされていたのですが、

いろいろなコストや手数料が途中で介在する中で、投資回収ができるのであれば普通にローンで借りて回収

する。やれる人はそうするのかな、お二方だとそうするのかなと思うのに、グリーンディールを使うという

理由を教えて頂きたいというのが 1 つ。あと金利、7％という話がありましたが、そこまで高くなってしまっ

ている要因というのは何なのかということ。最後 1 点は、人ではなくて建物に付いて回るということですが、

日本などだと今後人口減少して空き家リスクがどんどん高まるというのが施策上の 1 つ大きな課題になって

います。そういった空き家リスク、災害リスクなどいろいろなリスクがある中で、その辺りをどう考えられ

ているか。特に一枚壁断熱(Solid Wall)のように投資回収がかかるものについて、その辺りのチャレンジをど

う考えているかということ。その 3 点について教えて頂きたいと思います。 
 
高瀬：回収できない可能性のリスクをどう扱っていらっしゃるかということですね。では。 
 
ジョナサン・ハーレー：2 つ 3 つ質問が混ざっていたように思います。最初の質問から。何故私が、普通の

ローンではなく、このグリーンディールのファイナンスを選んだかということですが、グリーンディールで

は初期コストを全く支払う必要がなく、そこが特に魅力的だからです。多くの人にとっては、特に家を購入

した後には、家の改修にかかる資金の手当が難しい。21 世紀に生きるのはお金がかかります。断熱に余計な

お金をかけなくても、十分お金がかかっているのです。なので、そこに大きな魅力が 1 つあります。 
 グリーンディール・ファイナンスは、特定の層に魅力があると思いますが、私はその層に当てはまるので

はないかと思います。それからファイナンスに関して、英国や日本の通常の金利と比べて、何故こんなに金

利が高いのかというお話ですが、アランも言いましたように、少なくとも、人口の半分は与信が無くて通常

ローン、住宅ローン等のお金が借りられないのです。そういったエネルギー企業義務の対象となるような低

所得の人から、初期投資を払えるようなお金持ちまでが、お金を借りる道を開くことになるわけで、そこが

魅力的なのです。金利自体も、クレジットカード融資の金利等、その他無担保のローンよりは低いものとな

っています。今後、業界として私たちが努力していこうとしているのは、競争を高め、コストを下げ、それ
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からまた金融機関が上げた利益が金利を引き下げることに環流させるように見ていくことです。そうなれば、

より魅力的になります。まだ始めたばかりですので、消費者がエネルギー費用をネットで低減させるという

メリットを受けられるのであれば、十分素晴らしいと思います。 
 
高瀬：議論は尽きないのですが、時間がもう過ぎています。会場は 6 時頃まで開いています。アランさんも

ジョナサンさんも今日は日本国内にお泊まりですので、もしよかったら 10 分程度会場に残って頂いて、追加

のご質問があればお受けしたいと思います。 
 今日は、本当にご多忙な皆様にお集り頂き、長い時間活発な議論と大変貴重なプレゼンテーションを頂き

まして、ありがとうございました。今後も LCS ではこのような政策提言を行いながら実証実験も引き続き行

っていきたいと思いますので、是非ご意見など皆様からもうかがえればと思っています。本日は長い間、あ

りがとうございました。 
 




