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第１回太陽光発電利用拡大検討会 議事録 

【日時】 平成１９年４月２４日（火）午後２時～４時 

【場所】 都庁第二本庁舎３１階特別会議室２５  

 

（小原副参事） 

定刻の二時となりました。委員の皆様方がおそろいになりましたので 

、ただいまから､第１回太陽光発電利用拡大検討会を開会いたします。 

委員の皆様には、お忙しい中、ご出席いただき誠にありがとうございます。 

環境局環境政策部副参事の小原でございます。よろしくお願いいたします。 

先月、３月１４日には、太陽エネルギー利用拡大会議を開催したところです

が、本日は、その下部組織でございます太陽光発電利用拡大検討会の第１回検

討会を開催させていただきます。 

 それでは、議事に入る前に、事務局から連絡事項を申し上げます。 

 

 

まず、３月の第一回太陽エネルギー利用拡大会議にご欠席されました委員を

ご紹介いたします。 

国連環境計画 金融イニシアティブ特別顧問 

 末吉（スエヨシ）委員でございます。 

 

また、本日、京セラ株式会社の穂岐山委員につきましては、急用のためご欠

席されることとなりました。 

代理といたしまして、本日、京セラ株式会社 佐倉ソーラーセンター責任者 

本多 （ホンダ）様にご出席いただいております。よろしくお願いします。 

 

それでは、これからの議事につきましては、大野環境政策担当部長にお願いい

たします。 

 

 

（大野部長） 

それでは、ただいまから議事に入らせていただきます。 

この太陽光発電の利用拡大検討会については、どのような仕組みを作ると太陽

光発電が普及するのかということでございますので、いろいろなご議論をいた

だきたいと思います。 

 本日は、太陽光発電利用拡大検討会の第一回目ということで、委員三名から

御提案をいただくこととなっておりますが、その前に、事務局から 近の動き
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について報告いたします 

 

 

（小原副参事） 

それでは事務局から、第一回太陽エネルギー利用拡大会議が開催された３月

１４日以降の東京都の 近の動きについて、事務局から２点、お知らせ申し上げ

ます。 

 

一点目は、お手元にお配りしております参考資料１「自治体から始めるエネ

ルギーのグリーン購入」と題したセミナーについて、説明させていただきます。 

先般、3 月 23 日に、エネルギーのグリーン購入についてのセミナーを行いま

した。東京都では、「電気」をグリーン購入の対象品目に指定しているわけです

が、同様の取組が、より多くの自治体で行われるように、都の作成したグリーン

購入マニュアルについて、ご紹介するセミナーでございました。当日は、青森県

から佐賀県までの自治体から５０名、民間企業から１５０名、都民や市民団体な

どの方々が５０名、総勢２５０名の方がお集まりいただきました。今、このネッ

トワークは拡大しているところでございます。 

また、二点目ですが、先般、４月 17 日に、生活文化スポーツ局がプレス発表

しました世論調査についてご説明申し上げます。お手元の参考資料２「「環境に

関する世論調査」の結果について」をご覧ください。 

調査結果のポイントだけ申し上げますと、調査結果資料の２頁１（１）をご

覧ください。地球温暖化への関心といたしましては、「非常に関心がある」「ある

程度関心がある」が合わせて９０％を占めていることがわかりました。また、調

査結果資料の５頁をご覧ください。「省エネ型ライフスタイルへの取組意向」と

しましては、「積極的に取り組みたい」「できる部分があれば取り組みたい」が合

わせて、９１％を占めています。下段の「再生可能エネルギーで知っているもの」

といたしましては、「太陽光発電」が風力、水力を上回って９３％という結果に

なりました。 

さらに、調査結果資料の６頁をお開きください。「（８）再生可能エネルギー

でつくられた電気の購入意向」ですが、「割高でも購入してみたい」と回答した

方が、全体の５７％に上ることがわかりました。 

事務局からのお知らせは以上です。 

 

 なお、本日の会場は、マイクが机に備え付けではありませんので、質疑応答

時には、事務局からマイクをお回しいたします。発言する際には挙手をお願い

いたします。 
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（大野部長） 

 今、資料についての説明がありました。何かこれについて、質問の方いらっ

しゃいますか。よろしいですか。 

それでは、これより各委員より御提案をいただきたいと思います。 

各委員の御提案の後に、ご質問等の時間も短くとりたいと思いますが、すべ

ての御提案が終了後、全体的な質疑応答の時間を設けておりますので、この時

間で議論していただければと考えております。 

 

それでは、まず、 初に、特定非営利活動法人 環境エネルギー政策研究所 

所長 飯田（イイダ）委員からご意見をいただきたいと思います。 

それではよろしくお願いいたします。 

 

（飯田委員） 

 私の方は、資料１を説明させていただきます。 

つい 近、EU のですね、ユーロオブサーバーというところに２００６年の太陽

光の導入量が、つい一週間くらい前に、出ました。これは、後で末吉さんから

報告があると思いますが、UNEPのSEFIの日本初会合で開いた冒頭の資料ですが、

世界で自然エネルギーが驚異的に成長して、2004 年から 2005 年に３兆円から

5.5 兆円、８兆円、そして今年は 10 兆円を越えるような勢いと。地球温暖化政

策、それからエネルギー的に見ても、一般産業政策、エネルギー政策としても

非常に意義があるものだという状況にあると思います。 

 その中で、太陽光はどういうマーケットになっているかというと、太陽光は

いわゆる公開株式市場、株を購入されるものが、一番大きいのですが、太陽光

発電をいわゆるプロジェクトファイナンス的に、それからベンチャーキャピタ

ルへの投資への投資というかたちで、太陽光はいずれをとっても期待される自

然エネルギーになっているということかと思います。 

 先程、ドイツの 新のデータを入れこみますと、実は 2006 年のデータと 2005

年のデータが上澄みになっていまして、累積で 300 万 KWを越えたということで、

日本は私の推計なんですが、三半期までで 18 万、多めに見ても 25 万 KW くらい

かなとそれを載せますと累積でも日本は、170 万ｋW程度、ドイツにほとんど大

半分を置いていかれた状態になっていると、特に過去 3年ですね。 

 あと産業分野の勢力図、これは次回シャープさんや京セラさんから報告があ

るかもしれませんが、日本そうはいっても製造業というか、企業としては非常

に強い、シャープさん、京セラさん、三洋さん、三菱さんをトップ４を合計す
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ればほぼ５割を占めるわけですが、ドイツの Q-cell ですとか、中国の Suntech

に急成長企業が各国誕生してきていて、産業政策的にも日本はうかうかしてい

られないと。昨年あたりから言われていたシリコンの需給の回復の見通しです

とか、特にジーメンスの技術を使った、いわゆるサプライチェーン全般を見渡

して、こういったところも見渡した公共政策が必要なんだなと思います。特に

ドイツと日本を比べて見ますと、やはり 2000 年に導入した自然エネルギー法、

EEG と省略されますが、これがまず第一段ロケットとして、2004 年にドイツで

自然エネルギー国際会議が開かれたのですが、ここで固定買取価格の大幅な引

き上げが図られまして、爆発的な普及が始まりした。買い取り価格にしてだい

たい為替レートの状況にもよりますが８０円強の価格に引き上げられまして、

これが年率５％で下がっていくと。日本の場合は、後で東京電力さんから報告

があると思いますが、余剰電力購入メニューと政府の補助金とこの両輪でずっ

とトップランナーとして走ってきたわけですが、この政府の補助金が２００５

年を持って打ち切られたということで、０６年の導入見通しとしては、若干、

暫減傾向にあるということで対照的な道をたどっているのかなという風に。 

ドイツをもうひとつ電源ごとの固定価格は、2000 年に導入した EEG ですが、こ

れは、20 年間の価格保障で投資リスクを回避すると、いったん 20 年間で購入さ

れたものは 20 年間保障と、05 年は 5％下がった価格でまた 20 年間保障と、そ

ういう仕組みになっていまして、価格に対してはかなりきめ細かくですね、2004

年改正直後の数字が載っていますが、日本で一番ポピュラーなたとえば４ｋWの

屋根にのっける場合の太陽光は、57.4 ユーロセント/ｋWh、これが 2004 年は適

用されて、2005 年はこの 5％弱減、昨年はさらに 5％減、だいたい 50 ユーロセ

ントくらいになっていると、これが 20 年間保障されるということで、日本円に

換算すると80円前後の驚異的な価格ですね、収益性も高い。高い値段ですので、

この写真にありますように、いわゆる文字通りのメガワットソーラーファーム

といったものが続々と誕生していると。このあたりはシャープさん、京セラさ

んはよくご存知かと。この再生可能エネルギー制度の仕組みはもうひとつ費用

負担が非常に公平になっているということで、いったんは電力会社さんが購入

した後、Grid Operators と Transmission grid operators が購入した後、すべ

ての販売電力を割り戻して、需要家が等しい負担をするようなそういう仕組み

になっているということで、セントをユーロに書きなおして、ドイツ環境省が

報告している内容によれば、２００５年度の費用負担が、一ヶ月・一世帯あた

りの費用負担が１．７ユーロですね。これが、この先段階的に導入量の増大と

ともに増えて、 大 2014 年に、２．８ユーロに達すると。しかし、その後は、

導入量は増えるものの、コストが下がっていくので費用負担は下がるという、

そいう見通しをドイツ環境省は持っています。これは、パソコンと同じように、
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いわゆる技術学習曲線に沿って、コストが下がっていく、そういう仕組みにな

っていると。そこに、固定価格制度と固定枠制度いわゆる RPS 制との比較、こ

れも EU から続々と REPORT が出ていますので、一つ取り上げますと、図は風力

発電に対するものなんですが、EU１６カ国を比較したところ、左側の図は発電

コストとそれに対する支援額いわゆるみんなで負担している、政府あるいは国

民が負担している費用の価格、で、赤で○で囲ったものが RPS を導入した代表

的な国いわゆるイギリス、ベルギー、イタリア。緑で囲ったものがドイツ型固

定価格を導入した参加国。こちらはもともと RPS が普及効果は十分ではないか

もしれないが、コストが下がるという触れ込みで日本も導入したのですが、蓋

を開けてみれば、コストは青い水色のバーですが、コストは実は大差ない、む

しろ緑の枠で囲ったほうが若干、たとえば、デンマークの風車、ドイツの風車

の方が安い、むしろ、イギリスとベルギーとイタリアに共通しているは何かと

いうと、恒常的に支払っている金額がずば抜けて大きい、つまり、無駄な金を

公共的に払っている、非常に政策コストとして無駄であるということがわかる。

右側の図は、こちらは政策導入前からの導入効果、これは緑で囲った、ドイツ、

スペイン、デンマークこの参加国は圧倒的に普及効果は高いのに対して、イギ

リス、ベルギー、イタリアはろくに普及していない、やはり制度政策は非常に

重要である。本来、これは国が新エネ法を導入する際、もしくは昨年から今年

にかけての改正のときに、もう少しまじめに議論すべきであったことですが、

残念ながら制度の見直しはされなかった。本日は太陽光がメインということで、

ここのあたりから地方自治体である東京都として、この太陽光発電の普及をド

イツにトップランナーを奪われて一周差がついてしまったのうな感じなんです

が、これをもう一回抜き返すにはどうすればいいか、やはり政策の要素を汲み

取りながらですね、この大口を目指してはどうかなとドイツ型の固定価格制度

と日英型の固定枠制度を要素をいくつか比較してみましたら、下のところに大

きなポイントは、社会的もしくは外部費用の内部化と安定した市場構造をつく

るとこの二つに尽きる。これは具体的にどうすればいいかというと、公正な負

担のあり方、確実な支援策、そして政治的コミット、これが分解した要素であ

ると。東京都は既に再生可能エネルギーの 20％導入であるとか、カーボンマイ

ナスで 25％の減。これは政治的コミットは知事自ら十分されており、過日の都

知事選でも都民に新任されたとあと宿題としては、公正な負担と確実な支援策

をどうつくるか、これはまさに今回の検討会に与えられた課題ではないかと。

では、日本の政策はどうだったかというと、２００３年の RPS を導入する以前、

これはまず、東京電力さんがすべての電力会社が余剰電力の買い取りをして、

支援されてこられたと、政府は９４年から個人向けに政府としては、財務省と

してｈ前例のない設置補助金を導入してこれが２００５年に打ち切られたと、
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太陽光発電、特に環境主義者は非常に熱心で、これが市場イノベータとなって、

市場を押し広げてきたと、これは意図せぬ政治的コラボレーションではなかっ

たかと私は思う。しかし、２００３年以降、国が３つの失敗を犯したと。まず、

第一は経産省に行くと、やたら市場の自立化という言葉ですね、この市場の自

立化と言いながらですね、電力会社さんが余剰電力購入メニューで非常に多大

な負担をしていたということが目に入っていなかったという問題。第２の失敗

はその状態で財務省の規制改革総点検で生贄に差し出したと。これによって、

財務省としては、もう太陽光の補助金は二度と国からは拠出しないという奇妙

な不文律ができたと。その上で、第３の失敗として、非常に粗雑に作り上げた

RPS 法を作り上げて結局電力会社の内部にですね、いわゆる義務として、 小コ

ストで RPS を導入しなさいという法律を押し付けながら、しかし、高い余剰購

入メニューを続けてくださいという非常に矛盾したものを電力会社に押し付け

てきた。これをなんとかしないと、太陽光はどうにもならない状態。やはり、

日本が太陽光発電世界一から転落したのも明らかに国の政策の失敗であると、

それをこれまで肩代わりしてきたのは電力会社であると、これは社会的に評価

されるべきであると思います。この東京都の役割としては、この国の穴を埋め

てですね、東京電力さんとともに、太陽光発電の普及の両輪を担う役割がまさ

にあるのかなと。太陽光発電は先程の技術学習曲線は、集積回路ではムーアの

法則、こちらは集積度とコストと両方あるわけですが、２年おきに１５％効率

が上がるというのがムーアの法則ですが、太陽光の場合は、全般にコストが下

がる、集積度の変わりにコストと考えれば、累積で累積出荷量で倍増すれば１

５％下がるというほぼ同じような経験値がある。ということで現在は、６０万

円台までキロワットあたりの単価が落ちていますが、これはもちろん日本だけ

ではなく、ドイツ、アメリカも含めてグローバルに推し進めていくことによっ

て、コストはさらに下がっていくだろうと、細かいところはいろいろとあると

は思いますが、マクロのトレンドとしては、そうなると。この先目指す価格と

してはたとえば、キロワット３０万円まで行けば１５年で回収できるようにな

って経産省が好きないわゆる市場の自立に本当の意味でもう少し近づくのでは

ないかと、とはいっても市場というのはまったく真空の中に存在するわけでは

ないので、この 15 年回収を 20 年という価格がある程度担保される必要があり

ますので、自家消費する分はそれに投下するとして、電力会社に流れていく分

は商品の 20 円になるのか、例の RPS×二倍を担保していくのか、さまざまな仕

組みが必要になるので、市場というのはいろんな制度に支えられての市場です

ので、これが自動的に市場の自立化ではないと一応但し書きとしては申し上げ

ておきますが、さしあたりの目標値としては、こういった累積出荷量を目指し

ていくというのが必要ではないかと、こちら 後のスライドですが、このまま
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成り行きで行きますとみんな負けてしまう lose-lose になるだろうと。今、み

んな投げかけているところが、政府の補助金はすぐに埋まってしまって、自治

体も政府はやめたけど、うちは続けまるっていう自治体もありますが、政府が

やめたんだからうちもやめましょう、どちらかというと財政が厳しい自治体は

やめる方向にあると、これには別途先程、事務局から報告があった、グリーン

電力調達とかいった他の措置をやっていくというオプションが別途あったとし

ても、電力会社さんも財政に耐えかねてというよりも政策的な矛盾をですね、

やはり電力会社さんだけが引き受けることの厳しさがあってですね、このまま

では余剰メニューは打ち切られていくのは、やむなしではないかとも考えてお

ります。その間に太陽光発電市場は崩壊するだろうと思いますので、そうなっ

たら政府は太陽光発電を昔は自慢げに発表していたのを 近ではなかなかデー

タを出さないというところもありましすし、電力会社さんもこれまでせっかく

社会的に評価される自主的な下支えがですね、 後にやめたと行った瞬間に、

たぶん批判の矢面に立つのでないかなと。これはこれで切ない立場だなと、な

んといっても日本の産業のお家芸であります太陽光発電、もちろんドイツ、ス

ペイン、アメリカの市場もありますが、やはり国の自国の市場がないと、いわ

ゆるサプライチェーン全般にわたった産業の競争力というのはなかなか難しい

だろうと、これは、自動車産業もまさに証明しているところですので、逆に、

市場のなかったものは非常弱いという関連もありますので、やはり自国のマー

ケットをきちんと作ると、これはとりもなおさず、二酸化炭素の削減とエネル

ギー消費についてはきわめて重要な措置であると、そういった意味で、やはり、

出口として、この太陽光に有効な新制度を、これはドイツのプラス要素を自治

体として導入できる政策として汲み取ると、具体的な政策としては、議論の中

を通して私も提案していきたいと思いますが、これが必要ではないかと、東京

電力さんには是非これまでせっかく社会的に高く評価される仕組みをやってこ

られたので、東京都の検討会を引き継いで、太陽光の自然エネルギー政策を是

非支援を一緒にやっていければと、それが社会的全般では、win-win-win ではな

るのではないかと、具体的な政策プロセスについては、後日の検討会で引き続

きお願いしたいと思いますが、大枠としては、こういった方向性でやっていけ

ればと思っております。どうもありがとうございました。 

 

（大野部長） 

ありがとうございました。 

全体的なことは後でまとめて議論するとしまして、今の御提案に対して御質

問があればいかがでしょうか。 
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それでは、私から、一点だけ。８ページのドイツのスキームがありますが、

どんなものが、一般消費者に反映されるのですか。 

 

（飯田委員） 

まず、再生可能エネルギーが法律で定義されている再生可能エネルギーは、

この地域に国内ではどこの地域でもいったん発電されたものが電力会社さんの

GRID に流れていて、いったん発電事業者は政府が決めた価格を受け取る、それ

を一年に一回、すべての配電会社と送電会社、規模によって、配電事業者が買

い取るケースと、大きな GRID を持っている送電系の会社が買い取るケースと二

種類あるのですが、それを買い取った量を全部持ち寄ってですね、それを今度

は販売電力量で割り戻して、一キロワット当たりの再生可能エネルギーで出し

ているプレミア部分を割戻して、多めに払っているところは返してもらって、

少なめに払っているところは、多めに払うと、それはそのまま需要家の電気料

金の共通のコストとして、わかる形になっていて、をれが 2005 年には 1.7 ユー

ロだったんですね。 

 

（大野委員） 

前の年の負担額が次の年の電気料金にバランスされるということですか？ 

 

（飯田委員） 

一年に一回ですから、結局そういうことになります。 

 

（大野委員） 

他の方よろしいですか。 

 

（  ） 

今のは家庭用だけじゃなくて、産業用も含めて均等に負担ということなんで

すか？ 

 

（飯田委員） 

その点は私もまだ厳密に把握しているわけではないのですが、産業用は確か

エグゼンプトされてたと思います。家庭、民生、公共、いわゆる商業までは負

担をして、いわゆる大きな産業は除外されていたと思います。 

 

（大野委員） 

他にいかがですか。よろしいですか。 
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それでしたら、 後に議論するといたしまして、 

二番目の御提案を、東京電力株式会社  

影山委員よろしくお願いします。 

 

 

（影山委員） 

 それでは東京電力からご報告させていただきます。私からの今回のご報告は、

今まで電力会社の太陽光の取り組みご報告させていただきまして、いろんなこ

とをやっておりますので、これをどういう風にご活用いただくのかということ

をですね、その活用をいろいろとご検討いただきたいのと、それからこんなこ

ともできるのではないかというご意見もあると思いますので、是非、頂戴いた

だきたいということで、これまでの取り組みをご報告させていただきたいと思

います。 

 まずは、自分で発電しているユニットでございますが、太陽光につきまして

は、事業所などにですね、５８箇所５９９ｋWということで、そんなに沢山やっ

ているわけではありませんが、そこそこの事業所で太陽光を設置しております。

それから風力は一番大きなものは、八丈島で５００キロワットの設備をしてお

りますが、それ以外は小さなものを各支社に設置しておりまして、合計で５０

２キロワットを設置しております。地熱はやはり八丈島で地熱発電所 3000 キロ

ワットの設備がございまして、ここの一箇所を確保している状況でございます。

そんなに沢山の量ではありませんが、自分でも多少はやっているということで

ございます。それから、風力に関しましては、ユーラスエナジーというグルー

プ会社がございまして、このユーラスエナジーが、風力の事業を広範に展開し

ているといることをやっております。国内ではここにあります秋田のウィンド

ファームとか、スペインのウィンドファームとかこういった取り組みをして、

国内では、操業中が２４万、建設中が１４万キロワット、海外でも１３０万キ

ロワットという、そういう風力の事業をいとなんでおります。 

 それから、先程、紹介がありました余剰電力購入メニューですが、太陽光、

それから風力も非常に小さなものですが、そういったものを売電価格とわれわ

れが小売する価格と同じ料金で、買っているとそういう取り組みをやっていま

す。その量もですね、ここに書いてありますように、年々非常に大きな伸びを

みせております。 

 それで、ここのところが、先程飯田さんからもかなり電力会社のいい取り組

みだといっておられましたが、太陽光、風力などに対する電力会社の余剰電力

購入メニューと、世界でも類を見ない日本独自の制度ということでですね、確

かにドイツは日本よりもかなり高い値段で買っておりますが、自主的に電力会
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社が自分の負担でこういう新エネを支援しているということにつきましては、

他にこういう制度ございませんので、日本独自の制度であるということはいえ

ると思います。 

 それで、これも既に全部ご説明ありまして、平成４年の制度発足以来ですね、

政府の財政支援、こういったものとあいまって、日本の太陽光発電の導入に大

きく寄与してきたのではないか、それから太陽光発電産業を世界でもっとも競

争力の高い産業に育成することにも大きく貢献してきたのではないかとわれわ

れ考えております。 

 それから平成 14 年には RPS というのが創設されまして、導入拡大を図られて

きたのですが、その制度が導入された以降もですね、電力会社はメニューを継

続してわれわれはやってきていると、そういう状況でございます。 

 先程、ご説明ありましたように国はこの太陽光助成事業ですね、普及に向け

た地ならしができたという理由により平成 17 年度に終了してございます。 

 新エネ財団のアンケートによりますと住宅における太陽光発電の設置動機と

しては、「電力会社が余剰電力を高く買ってくれる」という回答がもっとも多く、

こういった制度を継続してくれという期待の声がけっこう大きく言われており

ます。 

 今の余剰電力購入メニューと同時にですね、ここにおられる皆さんは十分ご

存知だとは思いますが、グリーン電力基金という制度でございまして、これは、

簡単に申し上げますと東京電力が、グリーン電力基金に参加する方からですね、

一口５００円の寄付を頂戴して、集まった金額に東京電力が同額を寄付した上

で、GIAC という組織がこういう太陽光発電の施設とか風力発電の施設に助成す

る施設を決めまして、それでそこに助成していくと。かなり沢山の設備ができ

てますし、当社の寄付で申し上げますと６年間で６億くらいの寄付をしており

ます。 

 それでグリーン電力基金で助成した件数と助成額ですが、先程の倍で１２億

と、 近ちょっと伸び悩んでいるというのは非常に残念ですが、着実に伸びて

はきております。 近伸び悩んでおりますので、これをもう少し、促進をしな

ければならないということで、いろいろ PR なり、活性化に向けた取り組みをし

ております。PR 合戦としましては、広報誌に掲載したりですね、イベントの出

展とかやっておりますが、加入者に対して、自分が支援しているんだという、

そいうところを誇りに持ってもらうことで、自然エネルギー発電量や CO2 削減

量で提示したり、あるいはインターネット上に基金加入者の専用ページを開設

したりですね、いろんな取り組みがあるというのを見ていただいたり、それか

らこれは今年からですが、尾瀬の観察会というのをですね、やろうと思ってお

ります。 
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 こういったことで、新エネルギーのこの基金に入っていただこうと、それか

ら助成プログラムと助成先施設の関係強化ということで、地域協働プロジェク

トの導入ということで、これはどういうものかといいますと、自然エネルギー

の普及啓発を目的とした地域に根ざした取り組み、地域でやろうとしている取

り組みにですね、支援しようというのと、それから従来からやっております施

設見学会、教育目的のプログラムですね、それから量的な普及を目的としたも

の、こういうのを組み合わせてやっていこうと。それから、教育目的プログラ

ムには環境教育研究会というのもわれわれの方でやっていこうという話ですと

か、あるいは、助成策施設の見学会というのも是非やっていきたいと思ってお

ります。 

 それと今のは個人向けの基金でございますが、企業向けのグリーン電力証書

制度というのがあって、これもまあ、 近、非常に多く活用していただいてお

りますが、この制度もよくご存知でしょうが、企業とか団体からですね、日本

自然エネルギーという会社、そこに自然エネルギーの発電委託をしております。

それは、この自然エネルギーがですね、さらに自然エネルギーの事業者に、自

然エネルギーの事業を委託しまして、その認証を受けた段階で証書をお客様に

発行するという、そういうことであります。ですからお客様そういう証書の発

行によってですね、自分がどれだけ自然エネルギーに貢献しているかというこ

とをいろいろ PR していただくと、そういう取り組みでございます。 

 こちらもですね、委託によりですね、環境負荷価値の販売あるいは電気の販

売ということで、自然エネルギーの発電をさらに貢献するということが、いえ

ると思います。 

 ただこの制度はひとつ問題がありましてですね、お客様がこのエネルギーに

お支払いいただくお金がですね、寄付金扱いになっておりまして、この寄付金

扱いが企業としては非常にやりにくいお金であると、まあ、費用化できないか

ということで、ここを今、検討していただいておりまして、なんとか、この課

題をクリアすれば、かなりこのグリーン電力証書制度が発展するのではないか

と思います。 

 契約状況は、順調に伸びておりまして、非常に大きな伸びを示しております。

契約している団体さんは、野村ホールディングさんですとかソニーさんですと

か、アサヒビールさんですとか、そういった会社が非常に沢山の会社が参加し

ていただいております。 

 後ですが、課題といたしまして、先程、飯田さんのほうからもいろいろと

お話がございましたが、ほとんど似たような話が多いわけですが、やはり太陽

光の経済性の向上ですね、これをなんとか図っていかなければならない。今、

１４０円から 近ではキロワットアワー４６円くらいまで低下してまいりまし
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たが、われわれの余剰購入で、かなりその分をまかなっているという、その余

剰購入を２３円くらいで平均やっているということですけれども、これがここ

まで来たとしてもですね、なおかつ風力の２倍くらいのコストがありますので、

まだまだここは耐えていかなければならないという電力会社の負担という面も

ありますし、大きな発展ということから考えましても、やはり経済性補助が必

要と。それから RPS の値段と、われわれの余剰電力購入メニューとかなりそこ

のところの差もありまして、そういう面で、こういうのも余剰電力購入メニュ

ーという先程申し上げた話は、経済性の向上ですね、改善していかなければな

らないものだと思いますので、そういうのような課題もあるかなと思っており

ます。 

 それから技術革新におきましては、やはり変換効率を上げていくと、それか

ら革新的新材料をもっと効率よく、かつ、もっと安い技術を開発していくとか、

あるいは耐久性の向上とかいったことも必要だと思っております。 

 後に、消費者の意識の向上というのは、それは看過できないと思いますの

で、こうした消費者の意識の向上を図って、太陽光の導入が進めば経済性も向

上するという好循環を作っていくのかなと思います。 

 以上でございます。 

 

（大野部長） 

 ありがとうございました。では、影山委員の発表に対して、質問があれば、

お願いしたいと思います。よろしいですか。 

 それでは、末吉委員よろしくお願いいたします。 

 

（末吉委員） 

 私の話は、どちらかというと、リニューアブル・エナジーの政策の世界の情

勢がどうなっているかという、マクロ関係についてをご説明させていただきま

す。 

 初にｗatt.com 時代の到来と書いたのですが、これは、wat というのは、先

程から出ているワットですね、ドットコムというのは既に非常に普及している

わけですけれども、特にシリコンバレーに大量にお金が入り込んでいるのです

が、ドットコムイアーの時代は終わったのだと、今やワットコムイヤーの時代

に入ったのだと、いうような言い方もありますので、いかにこの太陽光発電が

ですね、お金儲けの面から見てもですね、非常に注目を浴びているか、それを

象徴することは何かということを今日ご紹介いたしました。 

 いきなりのクイズでありますけれども、たとえば、サステイナブルエナジー、

私、サステイナブルエナジーといっているのは、リニューアブルエナジーある
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いは新エネルギーといってもいいのですが、この分野でも もリッチな企業家

はどこの国になるかということですけれども、これは良くご存知のとおり、先

程もちょっと名前が出た、サンテックという中国の企業、それから風力は、タ

ンギという方が非常にお金持ちであると、これは風力についてはミスターCとい

う方が、中国では、第５位のお金持ちだそうです。インドの方はインドのあの

国内で第４位の金持ちだったと。ですからこの分野であっという間に、金を作

ったということであります。それからクリーンテクノロジーへ もヴェンチュ

アーキャピタルが流れている国はどこか、これはアメリカと中国だそうです。

それからエネルギー分野における既存能力、今のキャパシティとそれに対する

新しいキャパシティをつくるための資本流入のトータルのエネルギー分野にお

けるサスティナブルエナジーのシェアがですね、既存能力である２％のところ

に、トータルの資金流入の１３％が入っている。これも非常に大きな注目分野

であると。それから太陽光発電で企業として時価総額で世界一はどこの国にあ

るか。これも先程、飯田さんの資料にでてた、ノルウェーの REC という会社だ

そうです。それから、去年、クリーンテクノロジーに流れた資金は、今、先程

の資料にありましたけれども、７００億ドル、まあ８兆円くらいですね。これ

は、過去３年くらいの統計でみると、１７兆円くらいのお金が流れている。こ

こで第２のシリコンバレーが誕生しているということだと思います。実はこう

いう投資動向の正しい読み方というのをやっていこうじゃないかと。今この分

野で立ち上げた多くのリーディングプレーヤーが数年前は存在すらしていなか

ったということで非常に新しい企業が新しい勢力として、マーケットを引っ張

り始めたと。さらも IPO というこれは、新規株式の公開でありますけれども、

これが沢山の案件がパイプラインにまっていると、次の IPO のチャンスを待っ

ていると、いうことでありますので、こういった状況におりますと、新エネル

ギーの分野は非常にダイナミックな変化が始まったと、こういう基本認識が重

要ではないかと思っております。 

 少し違う話ですけれども、このサステイナブルエナジーを取り巻く世界の変

化ということですけれども、これは皆さん、ご存知のことばかりですけれども、

つい先程、３月ですか、EU は自主努力で 2020 年までに 20％削減すると言って

いますよね。それからその後、イギリスなんかも、2050 年に 60％削減すると、

これは来年法制化するそうですから、大変なことを言い出しました。 

 それから成功しています EU-ETS 排出量取引制度。これは、削減義務を伴った

制度でありますけれども、これが昨年の取引実績、マーケットの取引実績なん

ですけれども CO２で９億トンくらい売買されていると、売買高でいくと３兆円

くらいになります。 

 これは日本でまだ全くお金がかからない。EU だけでも３兆円のお金が流れて
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いる。アメリカですら、民主党が政権を握る新しい議会では、既に７本、削減

義務を伴った新しい制度を導入しようとする法案が提案されている。中には民

主党と共和党が共同で出しているというのもあるわけです。間違いなく次期大

統領選挙の大きなテーマになります。 

 それから USCAP というのは１月にアメリカの大企業が１０社ほど名前を連ね

まして、連邦政府に提案したんですけれども、その中身は新たに削減義務を課

すCAP＆TRADEの趣旨をアメリカは早く入れるべきだということを企業自身がそ

いうことを言い出したんですね。それでしかも、その中に DUKE ENERGY という

アメリカの電力会社も入っております。 

 それからこれは非常に注目されるべき出来事だと思うのですけれども、４月

の２日に、アメリカの 高裁の判決がありまして、自動車からの排出ガスにか

かることですが、その中でアメリカの 高裁は、CO2 というのは、大気汚染物質

だという認定をしたんですね。他の硫黄化合物とかと一緒に CO２が既にアメリ

カでは、判例上大気汚染物質だということになりました。これはカリフォルニ

ア州が日米６社の自動車会社を訴えて訴訟合戦になっていますけれども、こう

いったことに非常に大きなインパクトを与えている。これは５か４で成立して

いるんですね。ですからこの一人の判事の違いで、アメリカは大きな方向性を

変えてしまったんだろうと思います。 

 それから AES というのはアメリカの大きな電力会社でありますけれども、こ

れも自ら排出枠を作るための会社を合弁で始めると、そういうことであります

し、それからウォルマート、これもご存知のとおり、環境対応に非常に変身を

始めております。ウォルマートはですね、聞くところによると３０００店を超

す全店のいずれもゼロエミッションに全部作り変えていこうと、つまり太陽光

発電ですとか、自然の、昼間は太陽光で文字通り自然光で中を照らすなど、こ

ういう需要サイドから非常に大きく変化が出ているということではないかと思

います。 

 それから CO2 を削減するための投資ファンドというのが既に４０００億円を

超えているそうであります。私の良く知っているロンドンのファンドが１２０

０億の大きさであります。ちなみに日本に SRI ファンドとありますが、社会的

責任を伴う環境投資ファンド、エコファンドに見られますけれども、始まって

１０年近くたちますけれどもの今もって、４０００億を超えておりません。で

すからこの分野でわずか１、２年の間に４０００億の投資ファンドができてい

るし、これはフランスの例でありますけれども、プライベートとパブリックが

パートナーシップを組んで、こういったことにお金を投資するファンドをつく

ると、これは、どちらかというとパブリックファンド、公的資金をエクイティ

とか非常に劣後のところのエクイティを支えて、プライベートがシニアのとこ
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ろに入ってくると、このストラクチャードファイナンスを作りながら、ファン

ドを作りながらファンドをつくって、新エネルギーにお金を投資し始めている。

それから地方自治体の動きでありますけれども、これはイクレイの会議が開か

れたんですけれども、私もここに出ていましたけれども、２０５０年までには、

８０％削減するんだというようなこと言っておりますし、たとえば、ドイツの

フライブルクこれは非常に有名な環境対応の街でありますけれども、自らをソ

ーラーキャピタルというんだと、太陽光発電の世界の首都にするんだと、いう

ような宣言をしています。それからシュワルツェネッガー知事のカリフォルニ

ア州は、ご存知のとおり、共和党の連邦政府がやらなきゃ自分たちがやるんだ

ということで、カリフォルニア州はこういった CO2 削減、climate change の分

野で世界のリーダーになると宣言して、非常に厳しい方針を打ち出していると。

それからさらにアメリカで言えば、シアトル市ですね、ニケルスという市長が

２００４年から呼びかけていますけれども、既に４５０億円、市が同調して、

連邦政府が京都議定書を離脱したのならば、市のレベルで京都議定書のマイナ

ス７％をやろうじゃないかということを呼びかけています。しかも、ニケルス

という市長がいうにはですね、ブッシュばっかり見ているとアメリカはとんで

もないボンクラばかりだと世界の人が思うでしょうと。要はアメリカにもイン

テリジェントライフがあるんだということをデモンストレイトしたんだって言

ってやるんだと、まあこういうような意気込みを語っていると。 

 金融の動きでありますけれども、今盛んに金融機関が広い意味での地球環境

問題に、コミットする、新しい責任を感じてやるんだというのをいろんなとこ

ろで打ち出しをしています。世界の金融機関ももちろん日本の金融機関も含め

てですけれども、大きな方針転換を図っていると、環境対応、エコロジーを守

ることこそ、自分たちのビジネスを守ることにもつながるんだということで大

きな変身をしております。それからレポートの続出ということでありますけれ

ども、特に今年に入りましてから、欧米の主要機関が climate change 気候変動

が金融なかんずく投資の世界にどういうインパクトを与えているのかというれ

レポートを出している。それで、こういうレポートですべて言っているのが、

いままでただであった CO2 といういわゆる外部不経済ですね、先程の飯田さん

のスライドにもありましたけれども、外部不経済が内部化されると間違いなく

そういう方向にいくんだということを三つのレポートが期せずして言っている。

ですから、CO2 のコストはマーケットメカニズムの中に取り込んでいって、プラ

イスメカニズムで解決するということがこれから非常に増えていくということ

であります。それから、私も関係しております、UNEP-FI のひとつのアクティビ

ティの中で、サステイナブル・エナジーを金融がどういう形で、支援ができる

のかということで、これをセフィーと呼んでおりますけれども、この活動も始
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まっております。 

 ある危機感でありますけれども、環境ビジネスが日本は世界に冠たるものを

持っているんだろうと思いますけれども、それが国としてまとまって、大きな

ビジョンの下で、大きな政策を持って打ち出されているのか、それから社会全

体が共通の目標に向かって、みんなでどうやってコスト・負担を分け合って、

大きな問題に立ち向かおうとするのか、そういう面から見ますと、今日本は、

先行するEUとそれから後ろから急速にわれわれの前に出たアメリカとの間にで

すね、日本が V 型の深い谷底に落ち込んでしまったのではないかという強い危

機感を持っております。何名かの方がこういうことにご賛同いただけるかもし

れませんけれども、いいものを持っている日本が何故こんな谷間に落ちなけれ

ばならないんだということは非常にみんなで考えるべき問題だろうと思います。 

 そうしますと、太陽光発電利用の拡大のための会議ということでありますけ

れども、今、明らかに世界の流れを見てみますと、中央政府、中央の行政機関

が何も動かない、できない、そこでできる空白があるのであれば、それは地方

自治体で動こうじゃないかと、これは非常に大きな流れだと思うんですね。地

方自治体こそ自分たちが動ける範囲で、どんどんどんどん動こうではないかと。

先程からアメリカの例もそうですし、ヨーロッパもこういった例が沢山ありま

す。たとえば、ロンドン市は climate change に取り組む、climate change と戦

争する上での もリーダーになるのがロンドン市なんだと、あるいはロンドン

市ごとサスティナブル・エナジーの も効率の良い街にしようというビジョン

を抱えて取り組みを始めています。これは先日新聞にも出ていましたんですけ

れども、ボルダー市が全米初の炭素税を導入したと、あのアメリカでですよ。

わずかな金額でありますけれども、税金をかけ始めたと、ということでありま

すから、国、マクロ全体が動かなければ、地方が動くんだという非常に大きな

流れをつくるんじゃないかと思います。それから、先程のお話の中に、太陽光

の設備を入れると、償却まで１５年かかるという話がありますが、個人的には、

１５年というのは、そんな待っていられるのかという話がありますよね。よほ

どの人でないと、なかなか。それがたとえば１０年以内に、償却ができるよう

なことが、できないのかということになると、非常に大きな目に見えた目標に

なり得るんじゃないかと思います。つまり、やりたい、ｌできればアフォーダ

ブルな経済的にも自分たちができるかたちで参画したいだと市民は思う、何か

の試算を提供してあげるというのは、これは行政であり、金融機関であり、メ

ーカーであり、電力会社の共同責任じゃないかと思うんですよね。そういった

ようなことから考えますと、金融機関も新しいことを考えていただきたい。そ

れから一生懸命ただ環境にやさしくやりますというだけでなくて、膨大な与信

残高のこれくらいは、環境問題に振り向けたいんだと、あるいは太陽光発電を
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含む新エネルギーに揺るぎがたい残高を作りたいんだと、そういった目標すら

出して取り組んでいただきたい。 

 それからメーカーのところで申し上げれば、たとえば、ナノソラーというア

メリカで新しく始まるシリコンのコスト削減のための会社だそうですけれども、

ここに、劇的なコストカットを狙っているベンチャーキャピタルが大量に入っ

ている、これだけで１億ドルお金を集めたそうです。アメリカのベンチャーキ

ャピタルが約１割がシリコンバレーに入っている、その実額は千億円だという。

ですからこういったことを考えますと、コストカット、さまざまなコストパフ

ォーマンスをあげるということも、メーカーの大きな社会的責任だといえるの

のではないかと思いますし、電力会社で言えば、もっともっと消費者を巻き込

んだかたちで消費者の協力・支援をどうやって勝ち得るのか、電力会社の内部

的なコスト負担だけでやるのではなくて、世界では外部不経済の内部化を図ろ

うという方向に動いているわけです。そういう文脈の中で見ますと、一プレー

やが一組織が、多くの負担を自ら負担するだけでは、これは長続きしないと思

うんですよね。第一大きなことはできませんし、ということであれば、社会全

体でどうやって、その大きなイニシャルコストを負担しあうのかというような

ことが非常に重要になるんだと思います。それで明らかに世界は CO2 の大幅削

減、想像できないような削減を目標に全体が動き始めたんじゃないかと思うん

ですね。そういったことを考えますと従来の流れの延長上にあるリニアの流れ

の中で考えるのではなく、一回そこからはずれなきゃだめだと思うんです。で

すから、それには、やはり全体が同じ思いで、一歩も二歩もそこから離れるん

だと、そういったチームワークができるようなフレームワークをたとえば東京

都中心に、関係者がどういった場合に作れるのかと、これは非常に大きな責任

ではないかと思っております。以上です。 

 

（大野部長） 

ありがとうございます。 

末吉委員から大変大きな視点から話していただきましたけれども、まず、今

のでご質問あるかたいますか。よろしいですか。 

それでは、以上で御三方のご報告を全部終えて、調度、あと１時間ございま

すので、今のご報告を踏まえて意見交換してまいりたいと思います。 

 

 この後いろいろとご意見をいただきたとい思うわけですが、まず 初にエン

ドユーザの話をしたいのですが、 初に飯田委員の説明の中で、平成１７年度、

２００５年に国の補助金がなっくなって、それからどうなったのか。昨年度が

補助金がなくなって初めての年となったということになりまして、そこは情報
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を共有したいところなんですが、そこはどうなんでしょうか。さっきの影山さ

んの３ページ目の資料、これで見ると余剰電力メニューは０５年度は、１２０

００件を軽く超えていた。その後がわからないということなんですね。このへ

んはどうなんでしょうかね。販売によってどれくらいとか、消費者の声ですと

か、何かお教えいただくことがあればいかがですか。 

 

（本多委員代理） 

 私ども、シャープさんもそうなんですけれども、太陽光発電協会という業界

団体のメンバーに入っておりまして、その中でいろんな経験やっているんです

けれども、ひとつは生産統計、出荷統計を取っております。四半期ごとに外部

に発表しているのですけれども、補助金以降、しばらくはちょっと伸びていた

んじゃないかと思います。ちょっと今停滞、もしくは下落というのが国内市場

の今の状況です。それで、次回にでも具体的数字でお示しできるとは、公表し

ているものですから、できると。総量としてましては停滞からやや下落、そう

いう状況に補助金以降はきています。次回でも発表の機会があれば、出させて

いただきます。 

 

（宗吉委員） 

 今お話がございました、下落方向のご分析でございますけれども、いわゆる

ですね、市場の活性化として下落してきたのか、あるいは、もうひとつ大きな

要因がこの業界では出てきておりまして、いわゆるシリコン不足という大きな

ファクターがこの業界を襲ってきたわけですね。そのために、われわれが満足

な供給ができなかったのかどちらが原因だったのかわからないところがあるん

ですね。だから補助金がカットされたために落ちてきたのか、あるいはわれわ

れの供給不足で落ちてきたのか、この２，３年ですね、市場の活性化というの

は、ウォッチしながら、やはり原因はなんであるかと、補助金が本当に影響し

ているのか、自立的普及の力がないのか、これはちょっとウォッチしなければ

ならないかなというような気はしています。 

 

（大野部長） 

 それでは、寺井さん、塩さんお願いします。 

 

（塩委員） 

 先程、シャープさんが言われたとおりで、やはり０６年度は、確かに補助金

はなくなったんですけれども、それ以外に、経済上の話と、原材料の値上がり

というのがあったと思うんですけれども、それは同時に起こっているので、果
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たしどっちが原因なのかはわからないというのははっきりしている。ただ、我々

販売側から見ましたら、やはり補助金というのは、金額という問題ともうひと

つは行政ですね、国がこういう太陽光発電をバックアップしているんだよとい

う、われわれよくお墨付きとよく言っているんですけれども、そういうサイド

のメリットが多分にあったと思うのですけれども、それがなんとなくなくなっ

たことによって、ちょっと販売がしにくくなったかなという感じはします。そ

ういう意味での補助金の影響というのはあるんです。量的な影響というのは、

まだはっきりわからないというのが実情です。 

 

（寺井委員） 

 今、おっしゃっていただいた中身で、私ども販売店も同じように考えていま

す。ただ、もうひとつやはり 近、小さな工務店から、いわゆる供給会社、業

界の乱立といいますか、ものすごいでてきて、出てはつぶれ出てはつぶれとい

う飽和状態、それで消費者の方も、いわゆる飽和的な情報に囲まれて、一歩足

が踏み出せない状況にあるという風に少し感じております。それに加えて、先

程おっしゃられたシリコンの状況だったり、補助金のカットだったりという部

分があって、停滞ということになったのではないかなというくらいで私のほう

は、販売を進めているところです。 

 

（大野部長） 

 ありがとうございました。現状としては、少し勢いがないというところかと

思いますが、むしろそうした認識を共有した上でですね、まず、どんな風にし

て拡大していくかというあたりに関して意見交換していきたいと思うわけです

が、ひとつ確認しておかなければならないのは、うる覚えのデータで３千件と

いうところで、これは東電管内のデータですよね。この余剰電力購入メニュー

は。消費者がその３分の１くらい。いずれにしましても、我々の会議のこの１

００万キロワットという、もちろん太陽熱も含めての話なんですが、目標より

もはるかに高い数字なので、環境マインドのある人とかですね、この先、１０

０万キロワット以上となるとですね、そういう人じゃなくとも、導入できる、

もうちょっと違うスキームがあるんじゃないかなと思っています。そういった

規模感や目標感を頭に入れておきながら、この先、どんな風にできるかいい結

果を期待したいと思います。そういう意味でご意見ありますでしょうか。 

 

（飯田委員） 

 まず、今の現状認識のところですけれども、先程、本多さんがおっしゃった

のと同じデータだろうと思いますが、メーカ１１社の２社の住宅用太陽光発電
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システムの販売実績ということで、２００６年度の第三四半期までで、１８万

キロワット、これは６万９千、６万１千、５万１千と落ちていて、 後どうな

るかという。これをざっくり３分の１で割って、平均６万でもう一回６万とし

て、２４万 KW というのが２００６年度の推計で、これを私が使っている数字、

それで、昨年が２７万、ですから昨年のシリコン需給とか、補助金の影響云々

というのがあったわけですが、ただドイツと比較したときにですね、それは体

勢にあまり影響はないのではないかと、体勢に影響はないというのは、ドイツ

はですね、この春でたレポートで、２年前にさかのぼって数字を上方修正して

いて、昨年は５０万 KW ということだったのが、実が６０万 KW を越えていた、

それで一昨年、０５年が、 初６０万と言っていたのが、８５万 KW に、導入量

が上乗せになって、昨年が１１５万 KW と、単年度でですね。累積ではなくて単

年度の導入量が倍倍ではないですけれども、飛躍的に成長している。もちろん

日本のほうが我々自身も実際太陽光の補助金で地域熱事業でやっているので、

導入コストわかっている、シリコン価格わかっている、という状況はあるんで

すけれども、こういう風に末吉さんのようにですね、グローバルに見たサステ

イナブルエナジーの公式もビジネスも産業もダイナミックに変わっている環境

下の中で、仮に昨年と同じ２年間が２７万キロワットで横ばいだということ自

身がですね、異常な事態なんだと、今のこの現状で、しかも、日本が世界の半

分を生産している太陽光によって日本の市場は横ばいだということがですね、

全く取り残されているというそういうマクロ構造をちゃんと構えたほうがいい

と思います。これは細かい補助金が切れた切れないという話よりは、やはり政

策環境として明らかに失敗しているんだと、そこがまず出発点。じゃあ、それ

を具体的にどうするのかというのがこれからの議論ですが、現場の意識として

は、日本は取り残されていると、いったところから出発したほうがいいと思い

ます。 

 

（大野部長） 

 大きな視点でしたけれども、これは、ドイツ以外では、特に北アメリカでは

どうなんでしょう。 

 

（宗吉委員） 

 そうですね、アメリカもですね。世界的な傾向だと思うのですけれども。 

 今、政策環境というお話ございましたけれども、まず太陽光発電の普及とい

うのをひとつのテーマに持ちましてですね、電力会社さんとひとつの接点がで

きたと思うんですよ。以前は、太陽光発電というのは、蓄電池を抱いて、電気

をつくり、系統とは、なんら関係のないところで仕事をしていたんです。これ



  21/35 

が普及をしないという原因は、蓄電池を抱いているということで、大きな平伏

感があったということなんですね。それをなくそうということで、系統連携と

いうひとつの規制緩和を行ったんですよ。それで太陽光は飛躍的な普及を見る

というひとつのパターンに入っていくんですね。ただ今になってはですね、電

力会社さんの系統品質の問題に大きな影響を与えている。だから逆に今度また、

蓄電池を抱くような方向になってきていると。じゃあ、我々、真剣に蓄電池を

学校と系統しているんですね。ただこれが本当にお客様にうけられますかとい

うことなんです。この蓄電池の分だけご負担かけるわけです。今でも償却年数

が１５年２０年と長いのに、さらに蓄電池を抱くことによって長くなる。こう

いう風なやりくりが、自然な流れの中で出来上がってしまうと、これはおそら

く電力会社さんにとってみても損であるし、我々にとってもそういう方向しか

ありえない。じゃあ、そこで改めて、政府などが入ってやってほしい。たとえ

ば、蓄電池の負担金額でやるんであれば、これら電力会社さんにお支払いをし

て、いわゆる社会資本としての系統を強化していかなければならない。むしろ、

これであればですね、系統というのは社会資本ですから、強化されればずっと

残るんですよ。それが、蓄電池に投下されて、蓄電池をつけてしまうとそれは、

何年か後、その工場とか住宅で償却されてしまうんですよ。だからそういう面

でもたとえば、助成金を系統の強化のために出していくと。その代わりですね、

太陽光発電を集中連携やってもびくともしない系統を一応作っていくと。こう

いう風なですね、やっぱり共存共栄というひとつの施策をもう一度見直してい

ただいて、動いていかないと、今でも我々、大規模で入れたいというお客様も、

やっぱり電力会社さんの系統の問題で、やっぱりこれは躊躇してしまうとかね、

ますますこういう傾向というのは、これからどんどん多くなってくると思うん

です。そういう意味ではやはり電力会社さんと太陽熱事業の共存ということを

考えて、一つの環境という大きなテーマが上にあるんだから、これは、やらざ

るを得ない施策だと思って、その辺をですね、はやり環境政策として、何も太

陽光だけ目を向けた補助金ではなくて、系統の強化というような補助金もあり

かなと、こういうようなことで 近逆行しているなあと思っているんですね。

たとえば、NEDO さんが大規模実施ということで蓄電池を堂々と出していると、

大規模におやりになっていると、じゃあ、どっかの工場が蓄電池を入れてです

ねやりますかという話ですね。膨大な費用なんです。この蓄電池は。だけど、

そうしないと系統に大きな悪影響を及ぼしてしまうと。こういうようなことに

なってしまうんですね。だからそのためのお金は全部系統に投下してしまうと。

そしてそのものがですね、資本として将来に残っていくわけですから、そいう

いったところはもう少し、マクロ的に考えていく必要はあるのかなと、このよ

うに考えています。 
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（大野部長） 

 今、政策環境の関係で、直接の購入コストの話に加えて、今、系統連携の話

をされたんですけれども、この辺の実態については影山さんの方から 

 

（影山委員） 

 まあ、そういうことまでも考えていったほうがいいのかもしれませんけれど

も、技術的な問題としてですね、今の太陽光をさらに負担が、公式的な費用に

してもですね、かなり難しいことでしょうし、それに系統の強化事業というの

は本当に莫大なものですし、何億何十億という世界では全く系統の強化ができ

るような金額ではございませんのでですね、各太陽光をつけたご家庭に何か手

当てをしていただくほうがコスト的にはずっと割安だと思います。ちゃんとし

た計算をしてお示ししたほうがいいと思いますが、ちょっと考えてみましても、

系統の強化費用というのはとんでもない額になりますので、たぶん桁が二つも

三つも違うものかと思いますので、ちょっとあんまり現実的ではないかと思い

ます。 

 

（宗吉委員） 

 その辺なんですけれども、たとえば、大規模開発とかはデベロッパさんがお

やりになるようなケースの場合ですね、結局我々が、今経験をしておりますの

は、中上バランスのレベルが少し小さすぎてですね、やはり連携ができない、

そういうような末端の話なんですね。その末端での整備がきっちりできれば、

そういうような住宅関係の普及拡大においてもですね、わりとすんなり行くん

じゃなかろうかと、あるいは、集合住宅とかですね、その辺にあがっているち

ょっと中上バランスをかえることによって、やはり変わってくる要素がでてく

るんじゃないかと。こういうところであれば、たとえば、ガス配管なんかを導

入する際ですね、ガスのパイプが細ければ、ある分担金を出して大きくしても

らうとかですね、こういうようなひとつの制度があるわけですよ。そういう意

味では、末端のひとつの強化策として何かそうようなことをやれば、その周辺

の導入促進になるとことができるし、せっかく大規模導入したいというなら、

そういうところがあっても、そこに入れられたものが調度、住居に供給するレ

ベルぎりぎりのものであって、新たな余剰電力を流すことはできないとか、子

のレベルの話なんですね、系統の大きな２番とか６番とかいうこのへんのレベ

ルをガンと変えてほしいというレベルではなくて、まあ、ちょっと私も系統に

ついては、あんまり素人なので、勘違いのところもあるかもしれませんが、そ

ういう風に感じております。 
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（影山委員） 

 そういう点では、十分、電力会社がやるのか、あるいは、開発者が何かしら

の手当てをするのか、そこはご相談で、十分考えられると思います。太陽光で

すと一番問題になるのは、系統が切れた場合ですね、太陽光から電気が流れて

しまうとですね、非常に危険な状態になるというのが一番危惧されますので、

そういったものについては、電力会社の仕切りのところで、手当てすることで

助かりますので、そういう末端の設備の手当てというのは十分考えられると思

います。 

 

（末吉委員） 

 ちょっと素人的な質問で申し訳ないのですけれども、電力の場合、国際競争

力ってないんですよね。ちょっとそれに関連してなんですけれども、海外の動

きを見ていると、たとえば、コストカットを今ものすごいやり始めている、そ

のための投資だなっていう話きくとですね、やがて海外から大量にものすごく

いいものが入ってくるようになると、いうような期待もあるのですが、そうい

ったようなことも起こりうるのですが、ただ受け入れ側の系統とか電力会社さ

んがなかなか受け入れられないとしたら、どんなにいいものかっても増えない

んだというようなところがあるのですから、これはまさに全体の大問題だとい

えますね。今の話も含めて、世界がいろんな意味で国際競争が行われているわ

けですから、フェアな国際競争を持ち込むストラクチャーもですね、この場で

考えていかないといけないんじゃないかなと思います。 

 

（本多委員） 

 先程、飯田さんのお話にもあったんですけれども、自国に市場がないと、RC

がそうですね、サプライチェーンを作っちゃって、縦方向に川上から川下まで

ある資本を統合する。我々、国内に市場がないと何が一番困るかというと、た

とえば、シャープさんもそうですし、我々京セラもそうですが、消費の近いと

ころで生産をするというのがものの基本になるわけです。たとえば、海外で作

ったものを日本に持ってくる、もしくは、海外の会社が作ったものを日本に持

ってくるとうのは当然今後ありうる話です。そういう意味では、我々も安穏と

していられないといいますが、自国に市場がなければ全部外に出てつくっちゃ

うよということになりうるんですね、そうすると何が起こるとというと、サン

シャイン計画以来開発をやってきた我々の太陽電池が実際は世界の外で作られ

て、世界の外で売られるという、石油を輸入しているように太陽光も輸入せざ

るを得ないという事態にですね、国内市場がなかったら。ある程度の国内市場
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がそういう意味で必要かなと言う風に思っています。それで、海外から入って

くるものを拒むことはできません。ただ、それに対して勝つだけの我々は実力

を備えなければならないというのもメーカーの責任であろうかと思います。そ

れから、電力も問題、これはちょっと口をはさんで申し訳ないんですけれども、

やっぱりヨーロッパと日本の場合、送電網の系統の様子がかなり違うというこ

とで、導入した場合、簡単に言いますと、ヨーロッパの場合、下水道の送配電

線が控えているということで、系統がたとえば、部分的にあけてしまうとかで

すね、比較的そういうことは少ないと聞いております。これはもう長い、送配

電網の歴史の問題に絡みますから、なかなか一長一短にこっちがいいあっちが

いいと比較はできないんじゃないかなという風に思います。ついでで申し訳な

いんですけれども、飯田さんの言われたですね、１３ページのところにですね、

30 万円／ｋW までは普及の後押しをして、市場の自立化に近いと、ここまでい

くとですね、これは飯田さんのコメントだと思うのですけれども、「エネルギー

には全くの自由市場であり得ず、市場は政治や政策・制度などで形づくられる」

という風に書いておられる。私もそのとおりだと思っております。さらにここ

に付け加えるとすると、これは、ユーザーの意識の問題、国民の意識の問題が

エネルギーだけではなく、エネルギーと環境としてとらえかたをすると、意識

の問題というのが非常に重要ではないかと思います。それは今後ここで議論す

るであろう、たとえば、RPS というのが電力会社に義務がかけられている。これ

が一般の家庭にかけられた場合、かかった場合ですね、これは一般の方がこれ

は仕方がないと思うところから当たり前と思うところまで、そこまでレベルア

ップしていかなければならない。一方で、制度設計、政策の施策もあるんです

けれども、一方ではユーザーさんが、ある意味でエネルギーと環境は、私は、

生存可能な両輪にならないと動かないと思うんです。そういう意味ではユーザ

ーさん、つまり、電気の利用者がですね、これは仕方がないからですね、当た

り前にこれぐらいはやってもというところまで上がっていくそういう意識の形

成が必要じゃないかなというふうに思います。 

 長くなって申し訳ないのですが、もう一点は、影山さんのほうの 後のペー

ジの経済性のところなんですけれども、これは不思議に思っていたんですが、

風力とか大規模なメガソーラーとか高圧で連携すると思うのですけれども、一

般のものは低圧で電気そのものは送電線は経由しないで、配電網の中でたぶん

使われると思います。それから今の場合、現在の電力会社の価格っていうのは、

低圧がいくらで高圧がいくらで、特高がいくらかというのは全体としてバラン

スした価格構成をちゃんとやられていると、そのために発電原価はいくらであ

ると、いうのが発電原価が１トンだと思うんですね。将来的なもしもの話をし

て大変申し訳ないのですけれども、たとえば契約で発電する事業者が現れてで
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すね、契約の電気を買い取るという時代が現れた場合、そういうときで低圧の

電気は、いったいいくらなら買い取れるかという、これは質問なんですね、そ

ういうシミュレーションなんていうのは、既におやりになられているのかどう

か。この辺ちょっとお聞きしたい。前半はコメントで、 後は質問で申し訳な

い。 

 

（影山委員） 

 後の質問ですね、われわれは電池をお返しするという話のときにですね、

我々で電気を作った場合にどうかというですね、そういう比較をいたします。

それで、ご存知だと思いますが、われわれで電気を作った場合ですが、一番新

しいガスのコンバインドサイクルであれば、パーキロワットアワー６円くらい

でできてしまいますし、それと比べてですね、買うということは、メリットが

あるかどうかという比較をいたしますが、低圧に連携しても高圧に連携しても、

これは我々の電気が系統に出来上がっていますので、小圧高圧のシステムが出

来上がっておりますので、それは低圧に連携されようが高圧に連携されようが

我々は区別して見るということはほとんどいたしません。ですから、基本的な

考え方としてはですね、お客様にお配りするのにロスがありますので、それプ

ラス５％くらいですね、上乗せした料金が我々発電した場合に、やる料金だと

いうことになります。これはもちろんご存知のとおり、昼間と夜とでぜんぜん

我々の電源コストが違いますので、電気料金がいくらかというのはそれぞれに

応じた売電価格があると思いますが、基本的にみるとそれくらいに平均でみる

とそれぐらいの価格で買うというのがですね、我々にとってメリットがあると

思います。ですから６円よりもし下がれば我々当然買ったほうが安いですし、

それより高いと自分で発電したほうがいいということであります。 

 

（大野部長） 

 色々出てきましたけれども、今日の報告をもう一回振り返ってみますと、飯

田さんのほうからも東電さんの余剰電力購入メニューの果たしている役割につ

いて、非常に高い評価がありまして、それから、開発のほうでも実際やってい

るなかでですね、やはり、話の一つの焦点はこの余剰購入メニューが今後どこ

までこの形でできるのかなということもあると思うのですけれども、この辺に

ついては、なかなか言えるものではないかもしれないですけれども、電力会社

の中では、東電さんだけの関連のものではないと思うのですけれども、この辺

のお考えとしてはいかがなものでしょうか。 

 

（影山委員） 
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 確かにですね、先程、飯田さんのほうから話がありましたようにですね、電

力会社だけに今のところ負担があるということになっておりますので、こうい

ったことがずっと続くという、あるいは太陽光がどんどん普及していけば、負

担が多くなりますので、どこまで耐え切れるのかというのがありますので、ち

ょっといつまでというのはなかなか言いにくいところがありますけれども、や

はりある程度われわれが、こういう高値で買うというふうに、次は４、５年待

てば太陽光の値段がガクっと減るんだからがんばってやってよといわれてです

ね、やってきているような気がするんですよね。まあ、ここまでやってきまし

たけれども、そろそろいいじゃないかというですね、我々の気持ちもあります

のでですね、まあちょっといつまでというのは即答はできませんが、できるだ

け頑張るというそういうお返事しかちょっとできないかなと思います。 

 

（大野部長） 

 ありがとうございました。このへん革新的なことになるとなかなか難しいで

すね。 

 

（飯田委員） 

 そこらへんは是非、平和的な形で出口がお互いに見つかればいいなと思うの

ですけれども、今日の影山さんのプレゼンで、余剰電力購入メニュー、太陽光、

１２２７５万ｋWh の購入をされているということで、これをたとえば、RPS で

みると、RPS 価格が 11 円の電気価格が 3 円としますと約 14 円で、23 円との差

額９円、まるめて１０円だとすれば、これで 12 億円くらいは RPS の義務よりか

は持ち出しということになるかなと、一方でグリーン電力基金のほうで、年間

３億円くらい集めていらっしゃるということで、これは東電さんのポケットか

らということではなく、GIAC にいって、東電さんをマッチングということなん

ですけれども、しかもこのグリーン電力基金はまだ参加率は０．１％かもうち

ょっと低いくらいですよね、ですので、一口 500 円でしかも０．１％以下の参

加率で、しかし東電さんの負担の４分の 1 くらいの規模感のお金が集まるとし

てもですね、まあ本来であれば、一律みんな一ヶ月 500 円となって、太陽光な

り風力なり差額を埋めていくということになれば一番理想的ですね。ただ今、

すぐはそこに至るには時間もかかると思いますし、ただそういう方向性、先程、

産業政策から何からみんな東電さんの肩に背負っているというわけにもいかな

いわけですから、本来の出口としては、何年かかけて公共政策が担っていくん

だと思うんですけど、そこらへんのもう一息頑張る部分に、一部たとえば東京

都が入りながらですね、もう 後の第 4 コーナーを回ってですね、もう少し頑

張る感覚というのは、やはり、我々としては、東電さんに期待したいというと
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ころがありますね。 

 それからもうひとつですね、RPS の 2 倍価値というのが今般 2010 年から始ま

るんですけれども、それによって実質的に太陽光の価格を２分の１に。そこも

折り込んで、もう 2007 年ですから、あと丸３年頑張れば、2 倍価値まではつな

がると。それで２倍価値になれば、半額になるので、一息ついて、4年は頑張れ

ると。そこらへんまでは、東電さんとしてはやはり頑張っていただけるのかな

と我々は外野で思っているのですけれども。その辺はいかがでしょうか。 

 

（影山委員） 

 また、同じお話になりますが、もう少し頑張るというお話以前にですね、ち

ょっとそれは、既に我々はこれだけの負担をしておりますので、これ以上にさ

らに負担というのはですね、ややまあ会社としてつらいのかなという気がしま

す。それで、今このお話がありました、太陽光が２倍というお話でですね、ち

ょっとそれがいいのかどうか、それは別にしましてですね、そういう制度がで

きた中でですね、太陽光の価値がかなり上がっていると。それでなおかつ太陽

光自身のコストもこれはメーカーさんの努力によってですね、相当下がってき

ていると、いうことからするとですね、いろんなことを考え合わせてですね、

太陽光やるのがですね、電力会社にとってもですね、悪い話ではないというで

すね、仕組みがつくることができないのかどうか。それで、先程、飯田さんが、

おっしゃられたドイツの固定価格買取制度が非常に、これは確かにああいう制

度を作ればですね、きちっと回収ができますのでですね、それはたぶんいいん

だろうと思います。ただ、私はちょっとわかりませんが、それを全部の電気の

需要家に負担してですね、一般のご家庭だとこれぐらいでいいという話にもな

るかもしれませんが、先程ちょっと産業用の話も聞きましたら、一般業務用の

お客様もですね、本当にその１％２％ぐらいのですね、非常に１ミリの利ざや

の中で、商売をやってらっしゃるかたもいらっしゃるのでですね、電気料金が

多少燃料価格で振れはしますが、ちょっとでもあがることにすごく敏感な、お

客様もおられてですね、そういう方にまで価格がですね、上昇分というのを本

当に合意が得られるのかどうかですね、私、ちょっとわからないと思いまして

ですね、本当に固定価格買取制というのは、いいのかどうかというのはちょっ

と疑問があります。それよりもですね、やはり我々が言って、それだと進まな

いんじゃないかという方もいらっしゃいますが、これは自主的取組といいます

か、そういうことによって太陽光を入れることによって、企業としての PR にな

ると、それからまあ電力会社も太陽光を支援すれば今飯田さんがおっしゃった

ようにですね、電力会社としも評価されると。それから、東京都さんもそうい

うことによって、太陽光が増えれば東京自身も非常に活性化すると思いますの
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で、そういう全体の自治体の取り組みを積み上げることによってですね、なん

とか太陽光が普及する道ができないだろうかというそっちのほうをですね、こ

の場で、できるだけ知恵を出し合ってですね、いいアイデアを出すというのが、

本当じゃないかなという気がしましてですね、そういうところで是非飯田さん

のご意見を頂戴したいなと思うのですけれども、そんな方向で、電力会社も負

担はちょっとなかなかつらいかなと思いますが、まあできるだけ頑張って、そ

れで、メーカーさんもみんなで頑張ってやるというそういう仕組みができれば

なあと思います。 

 

（大野部長） 

 あまり影山さんばかり質問するのも、ほめ殺しみたいになっちゃいますので、

また、本日のこういう議論以外にですね、次回についてはそれぞれ別にご意見

いただくんですけれども、塩さんのところではですね、相当、販売についても

太陽光発電を相当供給されていると思うんですけれども、塩さんの立場から考

えられるですね、どういったところが一番大事かというところがあれば、ご意

見いただきたいなと思うのですが。 

 

（塩委員） 

 先程、本多さんのほうから、一部でたと思うですが、市場の中の環境の意識

というのが、消費者の立場で、どうしていくかということが、特に、どこで削

減するかということで、住宅用と産業用という二つの用途があると思うんです

けれども、この住宅用の場合は、今のシステムというのはほとんど、消費者の

方がご自分で、負担されていると、一部は補助金があったのですが、補助が何

回でも補助の率はたとえば 10％とか 20％とか、で残りの 80％は、お客様ご自身

が負担されると、長い目でみたら、20 年以上か、20 年から 30 年の間で、回収

はできるというものの、実際には投資とかは話にならないわけで、ただし、お

客さんはまずは元が取れれば、 終的には元が取れればいいやという感じと、

もう一つは、環境のためにとか、社会のためとかいう両方のマインドがあると

いうのが事実だと思う。そこが一番大きなポイントで、経済的にメリットがあ

ればいいんですけれども、それと環境の意識と。そういうところで今後お客さ

んの意思みたいなのをもっとマインドをあげていくために何ができるのかと、

いうのが一番のポイントかなと思っています。だから、そこの段階で、そのイ

ンセンティブが直接、お客様にダイレクトにもうお金なのか、それ以外のもの

でとお考えなのか、というところあたりが、一番、議論していくところなのか

なと思います。それと、今、東京電力さんからお話ありましたけれども、東京

電力さんはかなり財源的には余裕があると、余裕というか、我々全国に販売し
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てますけれども、やっぱり弱い電力会社さんのところではもっと残っているん

ですけれども、たぶんに日本の国内のなかでどっかの電力会社さんだけがOKで、

他の電力会社は NO ということは無理だと思いますので、このあたり、全国でで

きる話とこと東京が一番進んだところでできる話というのが、そこが二元に分

けてやらないと全部を国内レベルで議論していくと違っている話があるんじゃ

ないかなと思いました。そういうところが注意したほうがいいじゃないかなと

思いました。以上です。 

 

（大野部長） 

 ありがとうございました。今日のお話で、一つ価格を誰がシェアしていくと

いう話があったのと、それからハード面での話しがありました。もう一つは消

費者に普及していく上でどうするのかという、マインドという話もありました

けれども、そういう環境にいいことなんだけれども、どんどん価格を縮減して

いくという方法もあるとか、だいたい３つくらいの議論に分かれるのかなと思

うのですが、この３点に関しての、それ以外でも結構なんですけれども、どう

なんでしょうか。 

 

（本多委員） 

 国の委員会でも何度か出させていただいている、こういう場に出させていた

だいているんですけれども、結局、とどのつまりが何が問題かというと、たと

えば、再生可能エネルギーの発電が電気なら電気のですね、既存のものより高

い、近づいても逆にはありえない、近づいてはいくと、ただ、いっつも差額が

あると、この差額をどうやって負担するかというのが 終的なその結論といい

ますか、その差額を誰が負担するのか、現在は、たとえば、グリーン電力証書

にしろ、いろんなお客さんのマインドにしろ、どちらかというとボランタリー

の部分に頼りながら、その差額を補填していると、これを何とか形にしてです

ね、ボランタリーではあるんだけど、それをある意味で簡単にいいますと、RPS

も 初は期待していたんですけれども、消費者側が株券のように取引されて、

その株券を買わざるを得ないと、それはある意味で、ものすごい負担という意

味ではないんですけれども、企業なり家庭がもたなければならないという、飼

わなきゃならないというあたり、制度化、先程、義務という言葉を申し上げま

したけれども、そういったことをやっていかない限りですね、一番今弱いのは

ボランタリーのところに頼って、残念ながら我々メーカーの力もまだないんで

すけれども、その部分、差額を誰がどうやって負担していくのかと、それで、

負担していきながらもなおかつ、そのメーカーはコスト削減を実践し、働いて

いくというような仕組みをなんとか東京都がもちろん力のあるところで、率先
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してやれば、日本のたとえば別の自治体で、似たようなことが起こると、そう

いう問題点としても、負担をどうすべきかというモデルができたらいいなと言

う風に思っております。負担のあり方の問題に根ざしていると思います。 

 

（末吉委員） 

 全く同感ではあるんですけれども、ちょっといままでの話を聞いてですね、

やっぱりこれは、 終的にですね、東京電力さんを始めとして、電力会社がこ

の問題を、どう受け止めていくのか、まず出口のところが、相当大きな話にな

っていると、別に東電さんに負担が全部いくということではなくて、そこの問

題をみんなで解決してあげないとですね、先程、日本に市場ができないという

あると、そこに商人が来ないわけですよね。ぼくはやっぱり日本として、これ

はビジネスも含めて、消費者も含めて、世界の大きなお金が入って非常にコス

トカットができる、新しいクウォリティなものができる、そういうもののメリ

ットをですね、日本国内の消費者が、エンジョイできないというのは、これは

非常に困った話なんですね。他の商品は、国際競争の中で、日本で自由に作れ

てですね、世界の中のトップのクウォリティのものをエンジョイできると、い

う世界があるにもかかわらず、電力だけは、需要のところで、その電力値とい

いますか、そこのところで、非常に大きなネックがあって、世界の流れのメリ

ットを享受できない、これ非常に問題ですよね、とすると電池のところをどう

することによって、新しい商品、新しいフィルター、新しいお金が入ってくる

のかということだと思うんですよ。ですから、そこの出口のところをどうする

のかということがまず一つ。 

 それから二番目はですね、これは明らかに、新しいものをやろうというわけ

ですから、イニシャルコストがかかるのは当然なんですよ。でも通常の市場で

行けばですよ、それはやりたい人が自分のコスト、リスクでやればいいんです

よ。でもこれは、国全体として社会全体として、早く導入しなければならない

という全く市場メカニズムとは違うところから要請が出ているわけですよね。

市場メカニズムに任せて、それが出てくるのは自由経済だからいいんだってい

う話ではないですよね。ある意味では時間を買わなきゃいけないわけですよ。

そうするとイニシャルコストがかかるものを、しかも時間を買うということの

この矛盾をどう解決するのかという話ですよ。ですから、 初のイニシャルコ

ストをですね、どうある意味で分担するのか、将来的にどうなるんだから 初

のうちは、どっかが前倒しでその負担を沢山受けるというのもありうるのかも

しれません。ただ一定時間流れたあとには、どっかに書いてありますとおり、

公平な負担が行くようなシステムを長期的なものを作って、そのシステムの中

に、入れて走り始めると、いうようなことが非常に重要なんじゃないかなと思
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うんですよね。ですから、誰もが負担なしではこの問題は、短期では解決でき

ないと思いますね。 

 

（飯田委員） 

 若干、大野さん、末吉さんの繰り替えしになるかもしれませんけれども、先

程、影山さんの方から志というか、いいものを是非みんなで作っていこうと、

いうお言葉を頂いて、非常に私もうれしく感じたんですが、基本的には、この

場で、先程、本多さんのような、おっしゃるようなところまでいけるといいん

ですけれども、なかなか短期間なので、まずはやはり、東京都がこうやって場

を作っていただいたので、先行モデルを作ると、いうことくらいは是非目指し

たいなという風に思います。それで、それは、そのことによってまた塩さんか

らもありましたが、東京だけでなくて他の地域もあるということで、外にも広

がっていって、 終的には国の制度なり、それこそ、義務という言葉が制度化

につながっていくところまでいければいいかなと、まずは先行モデルをつくる

というところかと思います。それで、先程、東電の影山さんがおっしゃった自

主的にという言葉と、こちらの端っこには義務という言葉の両極があって、自

主では弱すぎるけど、義務はいきなりきついと、たぶん成功までの真ん中、も

うちょっと自主に近くてもいいんですけれども、コミットメントという形でで

すね、やっていこうよという、そこまでくらいはできないかという風に、それ

で、費用のところは、 大の課題だと思いますけれども、先程、影山さんも追

加の持ち出しはっていう話もありましたし、これはおそらく今後もなかなか今

すぐには無理だろうと言う意味では、それぞれの組織が正当化できる範囲で、

どこまでできるのか。たとえば、東電さんであれば、余剰電力購入メニューを

ドイツなみに 90 円にあげてくれっていうのは、これは無理でしょうけれども、

これをどこまでいっぱれるのかというところは、まだ組織内では検討の余地が

あるのかなと。東京都としては、５００億円基金というのを以前うかがってま

すので、これがどういう風に使えるのかと、これを合わせわざで何かいいコミ

ットメントにならないだろうかと。もう一つは冒頭、事務局からご説明あった、

グリーン電力調達のところでこれを東京都内の太陽光からあげていったグリー

ン電力は、東京都は５％義務だけれども、太陽光につきましては、１０倍の価

値でみましょうと。ここらあたりは駆使すればですね、成功モデルを作る、ま

ず、ここの一点で、制度化まで欲張らずに目指せば出口は見えてくるんじゃな

いかなあと思っています。それで、コスト感覚でいうと、先程の一口 500 円と

いうのも、世界が変われば、森林環境税、あちこちの県で一口人頭税的に 500

円というのは、あちこちできていて、東京都で仮にやったら 400 万世帯ぐらい

ですか、ですからだいたい２０億円くらいの金額はあっという間に出てきてし
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まうわけですね。いざとなれば、東京電力のグリーン電力基金との合わせ技で

ですね、東京都内の財源くらいは、一気にできてしまうのでしょうけど、それ

はおそらく国の制度を睨んで、次のステップかなと。まあ、今の既存の費用負

担の範囲内で、なんとか成功モデルをつくるという方向で、是非、私も知恵を

出していきたいと思っております。 

 

（宗吉委員） 

 一つ NEDO さんが助成をされております、工業産業のですね、フィールドテス

ト事業という、一つの補助金がございます。この補助金の採択者を分析してい

きますと、近年、民間という国の業種が非常に増えてきているんですね。それ

で明らかにコストを負担しなけれならないという前提で導入されているんです

よ。太陽光を。というと経団連等の自主行動計画なんかをみますと、やっぱり

強化をしなくちゃならないという方向性がかなり浸透して、工業産業に限って

はですね、先程、価格差という話が先程、本多さんからございましたけれども、

これはグリーン価値としてもう、自分たちの価値として認めざるを得ないと。

その価値はですね、次の商売をするための差別化要因でもあるわけですね、だ

からたとえば、それはブランド力に貢献ができたりですね、そういう風に価値

を大分みなさんが認めてきていただいている環境ができてきているのではない

かと思うわけです。だからそういう意味ではですね、仕込みを作らなければな

らないので、東京都様の一つの仕組みの中に、先程、ございました５％のノル

マ制とかですね、こういうものがあればそこの地域に住んでいることが一つの

ブランドがあって、グリーンのブランド価値を持っていて、世界に通用するし、

彼らはそこに住んでると、何か価値観がグリーンという価値観がですね、そこ

に生まれてくる背景というのはちょっと出てきたんじゃないかと思っているん

です。それで、以前私は、営業もやったことがあるんですけれども、以前はで

すね、何年で償却できますかというお話が非常に多かったんです。ああ、これ

じゃあ入れれないなと。だけども、近年はそんなこと話はぜんぜんしないです。

もう、グリーンはなんとかして入れなきゃならないという、それじゃないとグ

ローバルな競争に勝てないとかですね、こういうような民間企業さん相当増え

てきたので、当然 CDM などで外に買いに出てもらうよりは、国内にどんどんお

金を投下してもらって、国内の中で何か知恵を出しながらやる一つの事業がで

すね、環境会計ですとか、末吉先生は以前新聞で書かれたこともございますけ

れども、ああいう排出枠は事業の一つのターゲットになってくるとか、まあこ

ういうような環境をつくるためには、ある地域で区切って、一つの施策をそこ

で持って、日本全国は難しいけれども、そこの中でやっていくと、そこですん

でいる人は、一つのグリーンという、一つの満足が得られているんですね。グ
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ローバルな技術のものをアピールできると。何かこういうような仕組みをつく

りあげていけばいいのかなあという気がしております。 

 

（大野部長） 

 ありがとうございました。今の飯田さんの話とか、宗吉さんの話とか興味広

がってですね、まとめないといけない側としては難しいんですけれども、たと

えば、ボランタリーと義務の真ん中あたりのところで何かルール、社会的な自

分たちがいうものに、それによって、推進していくということだと思うわけで

すけれども、我々まさにグリーンお話ありましたように今後５％のですね、グ

リーン購入というのをですね、はじめそういうのをモニタリングして、今日ち

ょっと冒頭に事務局から申し上げましたけれども、これが引き金になるんでは

ないかなと。 

 

（事務局） 

 参考資料１として冒頭申し上げました、自治体から始める電気のグリーン購入

というセミナーを開いたのですが、現在既に、同じグリーン購入を広げていこ

うという自治体のかたがたが、一緒に東京都のグリーン購入マニュアルについ

て勉強しましょうということで、具体的な勉強会ベースから始めていこうとい

うネットワークが広がりつつあります。この取り組みにつきましては、その実

際の勉強会を開くための費用負担のようなものを今後つめていくということで、

すぐいつ開催するということを発表できる段階ではないんですけれども、具体

的なマニュアル自体は既にできていて、インターネットでも公開させていただ

いておりますものですから、そこをベースに５％というものをどういう風に獲

得していくのかと、また、実際に契約するときにどういうふうに契約の手続き

をやっていくのかということで、各自治体で、専門のスタッフがいなくても、

実際の契約ができるような方向に向かっております。私どもの考えといたしま

しては、先頭にたって私どもがやっているところではあるんですけれども、同

じ取り組みというのもたとえば八都県市の連携であるとか、あるいは今既に参

加すると手を上げてくださっている自治体さんがその周囲の自治体さんと横の

つながりをやることによって、できるだけ早いタイミングで日本全国に自治体

の取り組みとして広めていくと、いうことを考えております。この５％相当分

というのは、自治体は、企業会計ではございませんので、費用負担というとこ

ろで言えば、あとは予算組みができるかどうかだけの話だと、いうことでござ

いますので、既に発表の中にありましたようなグリーン電力に関する課題とい

うところはなしでいけるだろうということで頑張っている状況でございます。 
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（瀬良委員） 

 瀬良と申します。既存ストックと新設と、どういう風に関係してくるのか。 

 東京の特徴としまして、前回もちょっとありましたけれども、共同住宅、マ

ンションが多くありまして、戸建と分けて考えていく必要があるのか、そんな

ところを問題意識として持っています。 

 

（大野部長） 

 そろそろ、 初に予定していた時間になってまいりまして、次回以降、まだ

議論するところがあると思うのですけれども、今日、残り時間で、何かある方

いらっしゃいますか。 

 

（末吉委員） 

 一点だけ。結局は、都民というか消費者の協力が非常に重要だと。たとえば、

こういうのを見て、エネルギーのグリーン購入って書いてありますけれども、

今、世界でも、カーボンオフセットというかカーボン中立化という言葉がはや

りはじめておりますけれども、これの広め方についての、そういうような概念

の中に、カーボンをオフセットしていくんだというのに、たとえば、グリーン

電力を使うんだと、太陽光を使うんだと、いったような位置づけなんかに一般

の人により受け入れてもらう、それは宣伝の仕方といいますかね。そういうの

も少し何か工夫があったほうがいいじゃないかなという気がするんですけれど

も。もちろん太陽光の、入光性とかアーケートバンダムとかもちろんご存知な

んですけれども、もうちょっと営業の中にこれが入っていくと、いうような位

置づけにできるのかなという感じがしました。 

 

（大野部長） 

 温暖化全般は、環境審議会でやっておりまして、それについては、夏の前に

中間のまとめを出しますので、それについてはまたご報告したいと思います。

その中で末吉さんのご意見についてもですね、方針を示していきたいなあと思

います。それでは、そろそろ時間になりますけれども、次回に向けて今日あと

一言とかあれば、いかがでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、本日はこれをもちまして終わりにしまして、次回以降引き続き議

論を進めていきたいと思います。 

 それでは、次回の検討会の日程を事務局から説明いたします。 

 

 

（小原副参事） 



  35/35 

次回の第２回太陽光発電利用拡大検討会でございますが、６月初旬に開催し

たいと考えておりますので、本検討会終了後、事務局より日程調整のご連絡を

させていただきたいと思います。前回の例にのっとって、メールを中心に、日

程のやり取りをさせていただきたいと思います。そのやり取りによって、日程

が固まり次第、事務局から改めて決まった日取りにつきましてご案内させてい

ただきたいと思います。6月の５，６，７をはずすかたちでご連絡させていただ

きます。ご出席のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 

（大野部長） 

それでは、以上で、第１回の太陽光発電利用拡大検討会を閉会いたします。 

それでは、委員の皆様長い間ありがとうございました 


