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第１回太陽熱利用拡大会議 議事録 
【日時】 平成１９年５月１０日（木）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） 
 定刻となりまして、委員の先生方皆さんおそろいになりましたので、ただいまから､第１

回太陽熱利用拡大検討会を開会いたします。委員の皆様には、お忙しい中をご出席いただ

き誠にありがとうございます。私は環境局環境政策部副参事の小原でございます。事務局

をつとめさせていただいております。よろしくお願いいたします。先日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、その下部組織であります、

太陽熱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。東京ガス株式会社か

ら選出いただいている委員ですが、東京ガス株式会社内の人事異動に伴い、八束（やつか）

委員から永田（ながた）委員となります。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。本日は、太陽熱利用拡大検討会

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
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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。 
 

（大野部長） 
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、工学院大学 名誉教授 中島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。 
 
（中島委員） 
 中島でございます。今日はパワーポイントをいくつか用意しており、それを基に説明を

させていただきます。ここにきて、太陽熱利用の拡大、再び各国が開発しようという意欲

が出てきて、熱利用が攻めに入ったという印象です。東京都も正式に熱利用の攻めの姿勢

を表明されたと認識しております。 
強のディフェンスが 大のオフェンスであると良く言われます。その、守りというも

のは、やっぱり、我々としてはどう守ったら良いかが重要でして、この熱利用に関しては

我々に経験があります。日本では経験があります。従って、それを学習して、これからの

オフェンスに役立てなければならないと思っております。 
 従って、少し振り返ってみたいと思います。原油価格の推移なのですが、この我が国の

太陽エネルギー利用への取り組みを振り返りますと、太陽エネルギー利用の始まりは、発

電ではなくて熱利用から始まったわけですね。１９７３年、これ石油価格と推移を連動で

見ると大体符合するのですが、１９７３年、第一次石油ショックがきっかけで、７４年の

７月に発足した国家プロジェクト、ご存知サンシャイン計画が始まったわけですね。これ

は、通産省の公共技術院という所の研究として始まったということです。サンシャイン計

画に呼応して、７５年に日本太陽エネルギー学会が設立されました。その時私も立ち会っ

たわけです。７８年にソーラーシステム振興協会が、その当時、経団連の会長の土光さん

が会長で始まった。立て続けにスタートしたと。この時、私はですね石油ショックの起こ

る前、７３年の夏にパリのユネスコ本部で、国際太陽エネルギー学会があって、その国際

会議に出席しており、太陽エネルギー開発に対する各国の熱気を感じたわけです。石油危

機の予兆を感じましたね。まだ石油危機の起こる前だったのですが。その年の１２月に石

油危機が起こりました。 
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 サンシャイン計画では、原油価格の予測を立てまして、それで、太陽エネルギーの利用

の拡大の予測もそれに基づいて行ったということです。この資料ナンバー１の一番後ろの

ページのところを前に持ってきて説明しております。これは１９７６年の予測ですが、２

０００年までの予測は赤で記してありますように、石油価格は２９ドル／バレルなんです

ね。原油価格で２９.７３ドル／バレルと予測している訳です。これは為替レート３００円

の時です。それに対して実際には１１０円ですから、総トータルを計算しますと、８１．

０８ドル／バレルなのです。実際にはどうだったかというと、その下に現実として書いて

あり２５円ですから、３倍強高いということを予測している。つまり実際には３分の１位。

１９９０年、１０年前でも４５．７８と。換算した価格なので、実際は２０ドルというこ

とで半分以下という状況でした。 
そうすると、ペイバックタイムを計算する時に、完全に狂ってしまいますね。５年のも

のが１０年になり１０年と予測したものが２０年になるわけですが、それまで機材がもた

なければならない、寿命が長くなければならないということになります。 
従って、予測が間違ったということなのですが、その時の太陽依存率という形で普及を

見込んでいるわけです。これはサンシャイン計画の中の太陽依存率が１０．１２、２００

０年に全建物の非住宅・住宅含めて１０％を太陽熱でまかなうことができるようになると

いう予測をこの時点で立てているわけです。これは、国のエネルギー起源のＣＯ２排出の

削減目標に対して、新エネルギー削減目標というものがありますが、それの７０％を達成

する見込みになっておりますが、とてもそうはいかなかったということです。 
それでは、 初のページに戻っていただいて、太陽熱利用の拡大にブレーキがかかった

主たる要因の分析ということで、過去においてこういう問題があったということをまとめ

てみたものです。 
６種類ありまして、エネルギーコストの上昇予測が大きく外れ、２００３年頃まで低迷

した。国の自治体等公的資金援助が約１０年で打ち切られた。これ、１０年となっていま

すが、国と自治体で幅がありまして、国は１６年続けたようです。自治体の場合は１０年

続けたと。それから、C）ソーラー建築構成部品部材のトラブルに対応した設計、施工、メ

ンテ、製造市場の体制が未整備で、システムの信頼を失った。早く壊れたということがあ

って、それに対するバックアップがなかなかできなかった。D）PV が、既存電力と系統連

系により折り合いをつけた方法が太陽熱では活用できなかった。E）ソーラー建築設計で、

ソーラー設備の建築との一体的デザイン化が遅れた、F）建築家がソーラー建築、特に設備

設計の設計責任を回避した。それには原因があるのですが、例えば上の C の信頼を失った

ということのために回避したということにもなるわけです。 
こういうことで、太陽熱の大幅な利用拡大ではこれらの過去を学習してこれを教訓に戦

略作りをすることが重要です。それには、種と仕掛けを作ってマジシャンに演技をさせな

ければならない、舞台は太陽熱利用の拡大という舞台ですね。 
 次のページの上を見ていただきたいと思います。その他１という番号になっていますが、

これは、サンシャイン計画による普及予測とソーラー建築評価法の推移です。その間なに

も手をこまねいて何もしなかったかというと、そうではありません。１９７６年には、こ
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の予測をしたということですね。 
その次の１９７７には、これもサンシャイン計画の委託だったんですが、性能評価法と

いうのを研究いたしました。その中で、評価をする手法を提案してあります。太陽性能係

数 FSP というのを、今日の提案にもあるんですが、これはその時に、１９７７年に提案し

たんです。 
それから１９９０年から１９９５年までは、２１世紀住宅開発プロジェクトというのを

通産省で立ち上げました。WISH２１と言っています。その研究の一環として、ソーラーシ

ステムの住宅内部化技術に関する研究というのを始めました。二軒実際の建物を建てて、

施工者及び居住者のためのソーラー建築評価法というのを提案しました。それから、ソー

ラーシステムの性能情報と信頼性確保の構築を提案したのです。 
つまり、実際に建ててみて信頼性がおけるような施工方法ができるかどうか、というこ

とについて建ててみる、その時にハウスメーカーさんもさらに他の部品メーカーさんも全

部参加していただきました。今日ご参加の会社の方もいらっしゃいました。それで、特に

ハウスメーカーさんに、設備の一体化として、建物の設備を含めたソーラー建築に対して、

保障というか信頼性のおけるものとして、責任を負うことのできるようなシステムとして

これから構築しなければなりませんが、これから構築したら参加しますかどうかというこ

とを問いかけましたところ、拒否した。そういうものには、設備を含んだ場合は責任を持

ちえないということが表明されました。これ、正式な委員会で表明されまして誰も参加し

なかった。設備は別物としているのですね。いつも別物。ですから、一体化して効率よい、

コストの安い、性能の保障された、そういうソーラーシステムが、作りえないということ

になったのですね。そういう苦い経験があります。  
 それから、部品部材に関しましては、１９９５年に、これ書いてございませんけれども、

集熱機と蓄熱層に関する性能試験方法というものを JISで決めました。その JISの規格は、

たまたま回り合わせで私が委員長で、住宅産業課長さんが太田房江さんだったのですね。

その時、これを私は報告書として提出した記憶があります。それからさらに火災実験、こ

れは太陽光発電用なのですけれども、火災実験をしないといちいち確認申請が通らないと

いうことで、つまり建築基準法の３８条項、つまり代理認定を一件一件しなければ建築許

可にならないというようなことで、普及を妨げていた訳ですね。これを型式認定するため

に委員会を立ち上げて、この時にやはり、３８条項を通さずに、今はクリアすると。太陽

光発電に関しては。それを契機に急速に伸びたと。ですから、法規的な処置、系統連系の

処置、これが大きく伸びたということです。 
 ２００１年から２００２年に関しましては、日本建築学会で、ソーラー設備設計計画資

料作成グループというのを作って、ソーラー建築デザインガイド、これ NEDO で作ったも

のでございますが、今日、何冊か持ってまいりましたので、後ほどお回しいたしたいと思

います。さらに 近出たのはこのソーラーアーキテクチャーデザインブックという、これ

は今日ご出席の大野二郎先生が主査で、その上の委員会で私が主査だったんですが、編集

委員長でまとめられ、つい昨年の暮れに出たばかりでして、こういうことで、種はいくつ

も努力して作っていくという状況だったのですね。 
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 そこで、今の２ページの下の画像が映っていますが、カーボンマイナス東京１０年プロ

ジェクトの達成目標を実現するための種と仕掛けを用意いたしました。先ほどの１ページ

目の下の A から F までの６項目に対応して、この a から f が対応しています。それに種と

仕掛けが書いてあるわけです。種は赤字で仕掛けは青字で書いてあるわけです。それを、

例えば a で言いますと、ソーラー設備のペイバックタイムを短縮するっていうのは是非と

も必要なのですね。ソーラー設備の耐用年数をより長くしなければ、これは絶対にクリア

できませんから。それには設計評価の標準というのと、それから部品部材の寿命をきちっ

と確保しなければなりません。これは、日本建築学会が、設計評価基準というのを作って

おります。それから部品部材に関しては、おそらくソーラーシステム振興協会がその役目

を果たすのではないかと、熱利用に関しては思っています。それから b は、ソーラー建築

のオーナーに金融支援するということですね。これは、例えば固定資産税を免税するかど

うか、これは東京都が役目を果たすと。 
次に C は設計図書、これ契約書になるわけですが、施主と建築家の契約書それを基に建

物を実際に作る訳ですから、契約書の作成はですね、環境評価、施工標準、メンテ標準お

よび製品耐用年数を明記する、で設計図書スタンダードというのを決める、これもう日本

建築学会で今決めつつある。委員会の答申素案が、この３月末日に出てきまして、これか

ら後１年位でこのスタンダード化をいたします。それから仕掛けとしましては、設計評価

のツール化が必要です。だれも使えるようなツールが必要です。 
d は太陽熱利用における既存熱供給インフラとの折り合いをつける。既存インフラは色ん

な熱源が使われている。これをどう折り合いをつけるかということです。その一つとして、

グリーン熱取引制度があります。これを是非確立しなければと思っております。これは仕

掛けですね。それから、熱計測法の標準化は、種を作っておかねばなりません。で、評価

機関の設立、実際に測定したものを評価しなければなりませんから、第三者機関が必要で

す。日本建築学会と第三者機関が役割を果たすべきです。 
それから e は、建築一体的なデザインの優れたソーラー建築を開発する必要がある。こ

れは日本建築家協会だろうかと思っています。 
それから f ソーラー建築設計評価法の標準化と設備設計建築士、今、建築士法の改正が行

われまして、構造建築士、それから設備建築士というのができる。特にソーラー建築に対

して設備設計の建築士がいませんので、育成されなければならない。これは、例えば第三

機関、日本建築学会と第三機関が専門職大学院を作ったらどうかというのが私の案。種と

仕掛けを作った場合、この種と仕掛けを作っただけではだめで、演技をする役者がいりま

すね。これはマジックでしたらプロのマジシャンがやる訳ですけども、太陽熱利用の普及

の舞台はアマチュアがやる訳ですよね。アマチュアに演技をさせるためには、経験豊富な

プロデューサーがいる。これが実は建築家であるべきだと。施主がいる前に建築家ですか

らね。 
そういう意味で設備の設計が今のところ全く不在状態が続いているということでござい

ますので、種と仕掛けが出来ましたら、それもアマチュア向けの種と仕掛けを新たに作ら

なければならない。さらにソーラー設備設計の専門家を育成するということを、仕組みを
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作らなければならないということでございます。 
 実際の建築学会で作られている、設計の種を少し説明してございます。これは住まいの

エネルギー消費量の割合を非住宅と住宅で、これは前回の東京都さんの資料にも出ており

ましたけれど、これ電力が一番左側の赤ですね。で熱が黄色と紫なのですね。ですから熱

と暖房、熱のほうが倍くらい大きい。ただし変動がありまして、横軸が月なのですが、縦

軸が１ヶ月の一世帯あたりのエネルギー消費量、これはこういうふうに大きな変動がある

と。電力の場合はフラットです、ほとんど。ですけれども月ごとに年間の変動が大きいと

いうことでして、それを太陽でまかなうとすれば太陽の日射量はですね、実際の変動はこ

ういう変動です。同じく横軸が各月ごとの値で、縦軸が日射量の１㎡あたりの MJ もしく

はｋWh なのですが、６月はちょっと下がっています。梅雨時。これ東京です。下にいくつ

も線がありますけれども、垂直面が一番下に下がっている、谷になっていますね。垂直面

ですと負荷とちょうど符合するのですね。中は多重になっている。O になっている訳わけ

ですね。 
それからもう一つはですね、熱利用と光発電の効率の違いを表していまして。次のペー

ジ、上が１０㎡の集熱器に対しては４ｋW で集熱できると。こういう効率です。４～５０％

位ですね。下は１０ｋW、１／４なのですね。発電できるの。それだけエネルギー変換効

率の違いがあるということです。 
次の７番が一応まとめというか、太陽熱利用の設計をするときの特徴をまとめた訳でご

ざいまして、こういう特性を良く知った上で、設計をしなければならないということです。

建築における環境評価の方法が二つありまして、これが９番ということになりますが、い

くつかの方法がありますが、その中で太陽性能係数、FSP と、これはサンシャイン計画で

提案したものです。私が提案していたものです。環境評価の熱証書ですね。この二つがあ

ると。 
１０、１１はその時の太陽熱気候区分を作っておりまして、地域性をどう評価するかと。

それから１２番がグリーン熱証書の熱量計算法を提案しております。この式が基本になっ

ておりまして、Gi＝E・Ai／Bi というので、グリーン熱量そのものの値はこの式で計算し

ます。E はエネルギー消費量そのもの、それに対してグリーン率を掛けて、で、Bi という

のはエクセルギー損失率で割ってある。損失率の大きい値ですと B が大きくなりますから、

グリーン熱量は小さくなると、こういう式でございます。 
で、エクセルギー損失率というのは、次の１３番の図にございますように、下エックス

軸が温度です。１００℃、１０００℃、２０００℃となっていますが、１００℃の温水の

温度は、エクセルギー量は、ちょっと赤味の棒ですね。それからエネルギー量は青い棒。

従って、エクセルギーは非常に小さいわけですね。仮に電力を使うとすれば、電力はエク

セルギー量＝エネルギー量と等しいですから、その比が１ですので、エクセルギー、この

青いもののエクセルギー損を全部使ってしまうと。赤いところまで使ってしまうというの

で、電気を使った場合のエクセルギー損失量が矢印で表したものになると。太陽を基準と

していますから、赤で済むところを、電力を使うと電力の出力が大きいという計算になり

まして、今の計算式でグリーン熱量が小さい値になってしまうということです。 
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電力に由来しないヒートポンプで発熱する場合の計算式はこの１４番の式で表していま

して、COP、これ外気からとるか地中熱からとるかによって COP がやや違いますので、こ

の COP を入れてやりますと、このグリーン熱の計算ができるということでございます。そ

の後、例題がありまして、１７－１というのが具体的な建物の計算法が書いてあるんです

ね。１７－３というのが、日本建築学会が、環境設備設計図書に関するアカデミックスタ

ンダードいうのを作っておりまして、そのアカデミックスタンダードに基づいた図面の表

現法、これをインターネットで検索できるように用意しております。これは、日本建築学

会が制定したアカデミックスタンダードの標準のものの太陽エネルギーのデジタル設計ツ

ールというのを、私どもの AEI、NPO 法人で作りまして、これはまだ、その一部をここに

ご披露申し上げるので、本邦初公開ということになります。 
後に、１８、グリーン熱証書実施に向けての条件整備が必要です。アからクまでの条

件整備が必要ですということで、こういったものをこれから取り揃えていかなければ、途

中で挫折してしまう可能性があるということになります。それから、計測手法は非常に重

要でございまして、それの標準化が必要なのですが、建物の熱エネルギー収支ロボットシ

ステムっていうのが、私が命名した名前なのですが、是非必要なのですね。今、リアルタ

イムで建物の熱を測れないことになっているのです。測りようがないのです。設計時点は

予測ですから、何もないところで予測する訳ですね。設備設計で負荷予測っていうのをや

りますけれども、実際にカロリーメーターを入れるのも、これはリアルタイムじゃないわ

けですね。実を言いますと、常に測るような状態ではありません。少なくとも、設備の効

率が中に入ってきてしまうわけですね。建物自体の熱挙動をつぶさにとるようなシステム

が必要だってことですね。これは現在存在しません。しかし、評価するためには是非必要

だということです。特にパッシブソーラーを計測するためには、是非とも必要です。 
 後に、新たな種と仕掛けを作って、三文役者を一人前に太陽熱利用の拡大という大舞

台に立たせるということ、これを東京から全世界に発信すること、この思いを私及び皆様

の共通の夢としようではないかと思っております。今日はその夢の実現への記念すべきス

タートにしたいと、そういうふうに思っています。 
 
（大野部長） 

中島委員ありがとうございました。３０年前のあの、 初の頃のことと 近のことまで

ご説明いただきました。何かご質問、今の時点でというのがあれば。いかがでしょうか。

よろしいでしょうか。それでは、まとめて 後のほうにお願いしたいと思います。 
それでは本日二人目ということで飯田委員からお願いします。よろしくお願いします。 

 
（飯田委員） 
 ただいまご紹介いただきました飯田です。お手元のレジュメにそってご報告させていた

だきますが、１枚程度ちょっと追加したものがございます。表の画面をご覧ください。タ

イトルとしては、ルネサンスという活字を使って太陽熱の市場を再生しましょうというわ

けで、アウトライン、１ページ目の一枚目の下に書いてありますが、今世界 大の太陽熱
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の市場は中国ですが、中国は真空管チューブ方式ですし、あまり参考にはならないんでは

ないかと。やはり欧州の計画・制度的な仕組みの方が参考になるかと。基本的には欧州の

タイプ。先ほど中島先生の方からも日本での衰退要因について説明がありましたが、確か

に基本的合意を入れて、それを織り込んで新しい展開というストーリーを報告します。 
毎年の設置量を見れば一目瞭然なのですが、日本の惨状というふうに名づけましたが、

オイルショック直後に爆発的に普及した後は、もう衰退の一途をたどって、今や撤去量の

方が設置量を上回っているということで、累積で減る状況です。かたや、世界的にはやは

り中国が目立つのですが。EU、特にドイツ、オーストリア、 近ですとスペインといった

ところがですね、日本、アメリカ、オーストラリアといったところは、どっちかというと

電力優位の国、ここは衰退していくというところがあります。 
ヨーロッパの中ももう一つきめ細かく見ると、ドイツが圧倒的で、一人頭で見ると 

オーストリアとか、あるいはギリシャ、ギリシャはちょっと違うかもしれませんが、スペ

インが成長率を支えている。基本的には市場拡大のポジティブなフィードバックが埋め込

まれているか、もしくは、マイナスのスパイラルに入っていくか、まあ日本はどちらかと

いうと、このマイナスなスパイラルに入ったのではないかということで、ある種の一定規

模の製造からサプライチェーンからですね、設置者に至るまで、そして認知がきちんと行

き渡るようなクリィティカルパスを超えて、スパイラルに広がっていくか、それがまたコ

スト低下を呼んでますます良い効果を呼ぶか、逆にどんどんどんどん縮小していくか。そ

れは日本だけでなくヨーロッパでも見られると。 
 今年一月に EU 理事会はですね２０２０年までに再生可能エネルギー２０パーセントと

いう目標を、東京都におよそ１年おくれて出したわけですが、その内訳を見ると、電力に

ついては、既にフィードインタリフを中心に、それなりの政策効果があがって、かなり多

くの浮揚が期待されていますが、そこの上にコージェネ、コージェネについてもコージェ

ネ指令というのがありまして、これを普及させるというところですが、その上に載ってい

るところが、地域熱における自然エネルギーの熱利用及び地域熱につながれない、いわば

スタンドアローンでの熱利用という、緑色の二つのコアですね。 
それの内訳を見ると、バイオマスがやはり圧倒的ではあるのですが、太陽熱のアクティ

ブ利用、これが日本をはるかに越えた規模になったとしても、０．６８、百万トンオイル

換算程度ですが、これが今後２０２０年に向けて約２０倍規模に成長するという見通しな

り目標値を掲げているということで、バイオマスもそうですが、太陽熱に関しても、地中

熱も、これが一応自然エネ熱利用の御三家ですが、これが非常に大きな量を期待している

と。 
 日本の政策、価格、製品、導入場所、プロモーションという風に見ていくと、政策につ

いては、大きくは温熱政策というものが日本のエネルギー政策のストラクチャー、構造の

中にないということと、補助金という非常に非効率な方式に依存していたと、この二つが

大きいのかなと。 
温熱政策がないというのが私の従来からの持論でありまして、日本の場合は、エネルギ

ー政策と名前は呼んでいるけれどもエネルギー政策ではなくて、エネルギー供給事業者施
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策でしかない。電気事業法、ガス事業法、石油業法、この業法によってあたかもエネルギ

ー政策をやっているかのような錯覚になっていてですね、家庭部門はいわば業界ごとの顧

客争奪戦に陥っていると。 
エネルギー政策はやはりシート７のように、用途ごとに区分をして、それを一つ一つグ

リーン化していくような、業法から中立をしたきちんとした政策体系を作るというのが、

今後の長期的な政策目標だろうというふうに思います。こういう、非常に厳しい、電力会

社さん対ガス会社さん対石油会社さんの、厳しい、いわば温熱分野の奪い合いの中で、太

陽熱は原油価格の下落云々だけではなくてですね、弾き飛ばされてしまったようなところ

があると。 
価格は、機器価格、中島先生のところにもありましたが、後は投資回収が長いというと

ころもやはり先ほど申されました。このあたりも機器単体だけではなくて、もう一つサプ

ライチェーンで、全体を見渡たしたところでのシステム価格といったところにも細かい側

面があるかと思います。 
製品は、日本の場合、どうしてもスタンドアローンで、非常に使いにくく、安い、取っ

て付けたような温水器がどうしても中心になって、これが給湯とも統合されていない、パ

イピングも非常に素人工事っぽいのが多くて、決して美しくない。これは我々ちょっと口

が悪く「途上国型」と言っている。取って付けたものというのは、汲み置き式で水を直接

利用するので、水道法上も飲み水に適さない。不衛生であって、しかもそもそも建築物の

美観を壊す。 
やはり、建築物一体型で、これは後で大野先生の方から報告があるんですが、美観とし

ても住宅と統合しつつ、給湯暖房システムにきちんと二次交換をして統合する。そして利

便性と衛生の両立を図る、というような仕組みが必要じゃないかと。 
これは追加した図ですけれども、一個一個のパーツをやはり一個一個精度化して上げて

いく必要があるのではないかと。ここらあたりが、それぞれメーカーさんがバラバラに製

品化されているので、パーツとしてのいわば標準化がなされていない。標準化と高度化が

なされていない。 
代表的な例としては、温水の熱交換器ですね。これは驚くべきことに、日本でまともな

温水熱交換器を、特に家庭用で標準的に出しているメーカーを、少なくとも私は、輸入業

者は知っていますが、無い。北欧とかですとそこら辺のイケアとかで１０万円位でですね、

メーター付で、１００℃のお湯が入ってきたときに、４０℃と６０℃に区分して、熱交換

をしてくれるような装置が標準で売っているのですが、日本では無い。これはやはり温水

暖房文化というものを持たなかったが故の不幸ではないかと。 
もう一つはタンクですね。このタンクも後でちょっとお話ししますが、日本でタンクと

言うとどうしても、エコキュートと一体で語られてしまうことが多いので、エコキュート

に 適化されているのですが、なかなか太陽熱には向かない。 
この辺りも、一つ一つ高度化と標準化をしていかないとですね。で、標準化すれば、パ

ネルはパネルで専業して非常に良いものを高度化して作る。タンクはタンクで非常に良い

ものを作る。それぞれ、専門分化することによって、今度はサプライ側で、ユーザーに近
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いところで、システムインテグレーターといったビジネスを作ることができるんですね。

そういうことが日本ではちょっとできなくて、全部がそれぞれのメーカーさんの中で囲い

込まれているという、これが大きな問題ではないかというふうに思います。 
導入場所は、日本では温水タンクを住宅のところに置く文化がオール電化住宅を除いて

は無いということなので、この辺りが一つ。後は、後半ちょっと出てきますが、集合住宅

であったり公共施設、ここら辺はアーリーアダプターとして今後期待できる。 
プロモーションのところは、今後の対策と実際の問題が混在しているんですが、きちん

とした情報提供チャネルが、従来はなかったと。ソーラーシステム振興協会のホームペー

ジに一般の人は、なかなかたどり着けないようなところがありますし、どうしても、いわ

ゆるプッシュ型と言いますか、俗語で言いますと押し売り、訪問販売が支配的になってし

まって、そのことが色んなトラブルを生んで悪評につながっていったところがある。この

辺りを抜本的に見直す必要があるんではないかと。 
これをやはり一つの大きな、とりあえず私が仮称で命名したのですが、東京発！「太陽

熱ルネサンス」、これを公共セクターと民間セクターそれぞれがやることと、協働してやる

ことがあるのですが、公共セクター、東京都としてやることですが、規制とか制度、それ

からインセンティブづくり、あるいは、公衆セミナーといったところが、公共セクター、

あるいは NPO の役割もこの辺り。それから、認知向上実証プロジェクト、この辺りは協働

で取り組むことで、そしてマーケティングビジネスモデル、機器管理この辺りは民間セク

ターが、もう一段努力したらどうかと。 
そういったところをざっと見ていきますと、政策に関しては、まず東京都は、２０２０

年２０％と一番大きな目標は作っておられて、これはまずここには書いてないのですが、

大前提として今後具体的に二つ大きな柱を立てることができるのではないかと。 
一つはライトタッチ規制と言われていますが、財政負担をかけずに間接規制をする。こ

れは二つありまして、一つはですね、新築改築時に必ず自然エネルギーオプション、特に

太陽熱を含む、これを施主に対してオプションを提示することを義務付ける。不動産取引

の重要事項説明書と同じように、自然エネルギーを導入するオプションがその費用対効果

も含めてきちんと提示する義務を、設計者・ハウスメーカーに義務付ける。この位はやっ

てもいいんではないか。 
義務付けると表裏の関係で、設計者・建築家の中で、実際私、住宅を建てるときに、太

陽熱温水器を設計者が知りませんで、びっくりしましたけれども、中島先生のように建築

とエネルギーのことを両方知っておられる方は日本では非常に貴重で、そこの底上げとい

うものが必要ではないか。 
もう一つは、電力会社さんガス会社さんが、顧客が太陽熱を望んだときにオール電化で

あっても、あるいはエコウィルであっても、必ず太陽熱が導入できるオプションを是非、

これは表明していただきたい。約束していただきたい。 
もう一つが、一定規模以上の住宅事業所の建築時には、必ず一定比率以上の太陽エネル

ギー、とりわけ太陽熱に関しては利用義務、これくらいはやっても良いのではと。 
もう一つは中島先生のおっしゃっていたグリーン熱証書ですね。時間もありませんので、
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内容は深く立ち入りませんが、重要なのは、第一に経済的なインセンティブがあるんです

が、それだけではなくて、このグリーン熱証書に認定するためには、こういう機器でない

といけないという、こういうビジネスモデルでないといけない、認定ツールに使うことが

できる。これが非常に重要な役割。 
さらに、ここで CO２価値を明示することができれば、ユーザーにとっても一歩先、将来

的にはちゃんと CO２の価値を自分が持っていけるのだということが、ユーザーにメリット

になりますし、それがサプライヤーにとっては新しいマーケティングなりビジネスツール

になると。そういった一つの規制を二度も三度も四度も、多面的に使うような、そういう

取り組み方が必要。 
時間がないので飛ばします。グリーン熱証書に関してはオーストラリアとテキサスが実

行中ということで、後はイギリスなんかで提案されているというところです。 
二つ目は、官民協働のアプローチで、ここは、東京都と協定というとちょっと大げさで

すが、事業者さんにコミットメントしてもらうような形はどうだろうかと。一つは電力会

社、ガス会社さんが、提供する給湯・暖房システム、特にエコウィル、エコキュート、エ

コジョーズなんかはですね、必ず太陽熱温水システムが接続できるオプションは提供でき

ると。必ず提供するわけではなくて、そのオプションは全ての販売店が認識をしていて、

求めたときには、これはありますよ、というようにやっていただきたい。 
太陽熱メーカーは、ユーザーの視点に立って、きちんとユーザービリティー、要はグリ

ーン熱証書に認定できるような高品質な開発をしていくと。先ほどありました関連部材を

共通化、標準化していく。太陽熱販売事業者は、いわゆるプッシュ型の販売ではなくて、

エネルギーサービス型の長期コミットメントの長期維持管理型のビジネスモデルに転換し

ていく。そういったような方向性、ここら辺りも色々細かいところは検討の余地があるの

ですけれども、こういったところがあると。 
それから、キャンペーンも、いわば協働でやっていけるのかなと。３F、古臭い、不経済、

不便という太陽熱にくっついているイメージを、３K、ここら辺は無理があるのですが、い

わゆるソーシャルマーケティングというか、いろんなセクターを巻き込んで、単なる一事

業者のマーケティングでもないし、あるいは官製報道でもないような、ソーシャルマーケ

ティングの状況に太陽熱を持っていく、この辺りを捻りだせないかなと。 
そういったものを具体的に目に見えるものとして実証事業をやっていったらどうでしょ

うかということで、マーケットとして大きくてですね、公共っていうのは、ここでは、は

ずして、本当はもう一つ公共があるのですが、民間で考えると戸建てと集合住宅の新設と

既設の二つと。形態的に圧倒的に大きいのが既設の戸建てだと思うのですが、この辺りは

ビジネスモデル実証みたいなものを政策モデル的にやっていくのが良いのかなと。 
集合住宅の既設っていうのは、実は屋根の改修なんかを使えば、意外と大きなマーケッ

トとしてあると思いますが、ヨーロッパでもまだ開発段階という面もあるので、協働実証

事業のような形はあり得るのかなと。戸建てと集合住宅いずれも新設に関しては、もうゼ

ロカーボンプロジェクトのような形で、それぞれ東京都のカーボンマイナスプロジェクト

の住宅部門と、合体をさせる形でやっていったらどうかと。この辺りも今回の検討会の出
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口で、実証事業を考えていく。 
ただ、実証事業と言う時に、供給プッシュ型のちょっと新技術を試して、やってみてと

りあえずデータで出されて取れてよかったねと、後は野ざらしになるような、そういう技

術実証ではなくて、あくまで出口実証、つまり政策とかキャンペーンとかマーケットとか

ビジネスモデル、社会モデル、こういうものを実証するっていう、同じ実証でも、実証そ

のものが違うんだっていう、そこの論点を確認しておかなければならない。 
ここは私が勝手に絵を書いたんですが、この検討会の後、いくつか大きなストリームに

分かれていって、制度化をやったり、実証事業の企画をしたり、キャンペーンをしていっ

たり、それを政策モデル事業という形で、上手く一つに束ねていきながら、先ほどのグリ

ーン熱証書であるとか、認定基準であるとか、ゼロエネルギーマンション実証事業である

とか、より本格的なキャンペーンであるとか、一つ一つをより具体化・立体化していくよ

うな、そういう段階的なプロセスもこのあとの議論で具体化していければ良いかなと思っ

ています。 
中島先生もエクセルギーということをおっしゃっていますが、やはりエクセルギーの低

い用途に低いエクセルギー、しかも太陽を使うような形で、 終的にはゼロエネルギー住

宅、ゼロカーボン住宅に持っていけるような、住宅のところに 後は集中していくような

形になるのかなあと。 
後で大野さんの方から色々説明があると思いますが、太陽熱を用いたゼロカーボン住宅

は非常に美しくて快適なんだということを、今回、改めて、定義しなおしていければ良い

かなと。まとめは省略します。以上です。 
 

（大野部長） 
飯田委員どうもありがとうございました。今の時点でご質問とかあれば。よろしいでし

ょうか。 
 
（飯田委員） 
 すいません。参考資料をお配りしてあります。ちょうどタイミング良く、ヨーロッパの

エステック２００７という、第三回の欧州ソーラー・ターマル・エナジー・コンフェラン

ス、今年の６月１９・２０日、ドイツのフライブルグでありまして、先ほど中島先生が東

京発のプロジェクトを世界に発信していきたいということで、たまたま我々エントリーし

ていて、１月にヨーロッパでここの会長と会ったときに、ぜひ、日本と東京の取り組みを

紹介してくれということで、私も名前だけはエントリーしてあるんですが、 
もし、ここの委員会でも参加される方があれば、自主的ミッションという感じで、皆さん

とここら辺りに行きつつ、検討会に反映していければと思いますので、ご紹介しました。 
 
（大野部長） 

はい、ありがとうございました。それでは、本日の３人目のご提案として、日本太陽エ

ネルギー学会理事で日本設計、第３建築設計群副群長の大野委員からよろしくお願いいた
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します。 
 
（大野委員） 
 ただいまご紹介頂いた大野でございます。私のプレゼンテーションは、ほとんど写真ば

かりです。建築は一般市民の目に直接うったえる事が出来るので、美しい必要があります、

そこで、太陽エネルギーを利用して、東京を世界一美しい環境都市にしたいという思いが

あります。さらに、建築の集合として太陽エネルギーを利用しながら、都市まで変えてい

きたいというのが今回の私の提案の主要な趣旨です。 
 その中で、特に問題があると思われることに、建築意匠と建築設備の融合が十分ではな

いことが上げられます。現在の建築技術は高度に専門化し分業して成り立っていますが、

太陽熱利用の場合は、集熱器設備システムが屋根や外装に直接設置されているわけですが、

建築デザインと建築設備がしばしば別々に扱われ、乖離されたチグハグな建築事例が見ら

れます。集熱器メーカーは機能中心に製品開発し、配線配管類も設備セクションで設計し

設備専門業者が施工を行なってきました。太陽エネルギー利用の美しい建築を実現するた

めには、建築と設備の融合が不可欠となります。建築は設備に口を出し、設備は新しい提

案をし建築デザインにも興味のある人材育成も必要です。設備業者は建築業者と交流しお

互い融合する建築生産方式も必要となります。美しい太陽エネルギー利用建築を実現する

ためには、集熱器と建築外装の融合開発や生産施工方式を早急に作り上げる必要がありま

す。今までのように、建築と設備が別々に設計をしていることを改善し融合する必要があ

ります。 
 初にお見せしているのは、ＮＥＤＯから依頼されて「ソーラー建築デザインガイド」

改訂版編集のために今年の正月にドイツ調査をしたものです。建築と設備が融合した美し

い事例を豊富に掲載した太陽熱利用システム事例集を作成中で、今年の５月中には発刊予

定です。これはベルリンの南、旧東ドイツにあるデッサウにあるドイツ環境省の建物です。

デッサウは、近代建築の始まりBAUHOUSEの校舎群があることで有名です。この施設は、

中庭の上部は全てガラス屋根になっておりまして、寒いドイツの冬でも自然エネルギーで

快適に生活の出来る半屋外空間が実現しています。 
 次に地中熱利用を全面的に採用しています。地中熱はその地域の年間平均気温にやや近

い温度といわれています。デッサウでは平均 15～16℃地中温度を延々５キロの地中配管に

より利用し、夏は涼しく冬は暖かい快適な空間を作り上げています。クール/ウォームチュ

ーブと呼ばれるこの方式は、地域暖房を補助熱源としCO2削減に大幅な貢献をしています。 
 屋上に設置された真空管式の集熱器は、びっくりすることには実はこれは冷房専用です。

ドイツでは通常は冷房は無く、特殊な施設のみ冷房が設置されています。２００人の集会

室と、中央監視室は非常に熱が出ますので、そこだけに使っているという大変面白い事例

です。室内換気もアトリウムを利用した自然換気のみでやっています。しかも、自然エネ

ルギー利用が建築デザイン化されている辺りが、大変新しく新鮮な建築デザインとなって

います。 
 次に、また非常に衝撃的な形をしているのが、ロンドンにありますファオスターという
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有名な建築家が設計をした卵を斜めに立てたような形をしている GLA の建物です。大型ビ

ルですと、内部発熱が大きいため東京でも年間冷房となりますが、ロンドンでも年間冷房

になるようです。どちらかというと太陽熱利用というよりも太陽熱負荷をなるべく削減す

るような形態をした建物なのですね。ここに熱のシュミュレーションがありますが、太陽

の方向に向いていてなるべく太陽にあたらないような、全体的に小さくあまりのびのびと

しない、それによって外部負荷を減らすことによって省エネにすると。通常の建物のほぼ

７５％のエネルギー消費になっています。近代建築では、経済効率や建築構法上の効率を

考えると通常は四角の建物になるのが通常です。しかしながら、この GLA の卵形の形自身

が２１世紀の建物を暗示し、CO2 削減の建築文化や美意識までも変革を迫る、強烈な個性

を発揮しています。２１世紀の建築の意味は機能を内包するシェルターだけではなく、環

境の時代への美しいメッセージでもあることに気がつかせてくれます。 
 近代建築は鉄とコンクリートとガラスでできていると言われてきました、まあその通り

ですが、実はエネルギーが必要な訳ですね。それがブラックボックスの中、今までは地下

室に機械室があり、ダクトが天井裏を這い回っていて、全く人間の目に見えてこない。そ

れはどうも間違いであって、本当はエネルギーこそがデザインの主流にならなければなら

ないということが、今すごく感じておりまして、こういう形態がそれを喋らなくてもきち

んと建築デザインとして語っているところに意味があると思います。これは断面ですね。

このように南側は自分の影をあえて作り外部負荷の低減を意図している。北側は北側採光

で直射日光の入らない快適な光環境を作り出している。 
 これは、ヴァスエーゲーというスイスにある工業用ブラシメーカーの工場兼事務所です

が、実は南面には全く窓がありません。南面は太陽熱のパネルと太陽光発電パネルが付い

ておりまして、南面はエネルギーを収得するための装置であるということを表現した建物

なのですね。我々は通常に南側に窓があったほうがよいだろうと思うわけですが、この建

物を見ると大変びっくりするわけですね。自然光を採るのは天窓や東西北採光にしており、

何しろ一番大切なところは南面であると。それは壁面と同時にエネルギーを取り出す装置

であるということが、建築的に表現できているところで大変面白い。今後の建築デザイン

の一つではなかろうかと思います。 
 次に、葉山の山の上にある環境省の建物です。非常にきれいな建物ですが、これは西を

向いています、日本で西を向くっていうのは夏の暑さを考慮しないとんでもない建物であ

るわけです。建築っていうのはそれだけではなくて、エネルギー性能のみが良ければ良い

というものではありません。この葉山の丘の上から、西を見ると江ノ島が見え、その先に

は富士山も見える、それはこの立地の景色の一番いいところですよね。それをとらないわ

けにはいかない、とることがこの建築の良さです。ただ西面に向いているが故に困った状

況が起きるわけですけれども、深い軒であったり縦ルーバーであったり、そういう建築的

な表現をすることによって、省エネの建物が十分できるものなのです。あるいはその方が、

環境の時代に優しい、建築のデザインの表現として優れた事例であると言えると思います。 
 こういう屋上に集熱器があるわけですが、なかなか苦労しているのですよね。扇形をし

ておりますので、メーカーさんに言うと、ユニットになっていてヘッダを外したりすると、
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怒られてしまう。そこまで入り込まないとデザインができないのですよ。建築家がここま

で言って絶対やるぞと、そのヘッダ会社はですね、集熱器メーカーさんは、そこまで保障

できませんと、きっと言うに違いない。ただそれをやらない限り、あるいは、それについ

てこられない集熱器メーカーさんは、なかなか今までの中に閉じ込めて新しい建築デザイ

ンの世界に踏み込むことができないだろうと。ヨーロッパではこういうのは当たり前のよ

うにやっておりますので、もういまやこの世界に絶対踏み込んでチャレンジしてほしいと

思います。 
 今回ドイツで見てきたこの低層住宅団地は、屋根が全て建材一体型になっておりまして、

１２４軒の家のうち３０００㎡のソーラーコレクターが付いています。しかし、冬のドイ

ツはあまり天気は良くないのですよね。それでもあえて集熱器が付いているっていうのは、

夏や秋の熱を、この馬鹿でかい地中に埋まっている４５００トンの集熱タンクで、季節間

蓄熱をしている、夏の熱を冬に使う日本人からみると壮大な計画です。一方この団地の熱

性能は４０ｋWｈ/㎡ a で一般の建物の１／３の熱需要となっています。要は建物性能を非

常に良くしないと、いくら太陽熱をやっても、どんどんそれが壁から逃げていってしまう

というようなやり方では、全く意味が無いわけで、太陽熱利用をするっていうことは、そ

れだけのＣＯ２を減らすという意味があるわけですから、器となる建築の性能が高くなけ

れば全く無意味だということを肝に銘じて、大切な太陽エネルギーを大切に使いたいと思

います。東京もいつ地震になるかわからないというようなことがあって、耐震補強などを

早急に実施しなければならないわけですが、その時、是非住宅の熱的な性能を上げるよう

な改修をすることで、効率的な投資をする事を考慮すべきと思います。 
 これは内部ですが、この団地のエコロジー管理をしているこのお宅をお邪魔しました、

この家には太陽熱温水器が付いてないのですね。だけどもこの団地が、２００軒ぐらいあ

りますから、お互い集熱した滅を融通しあうシステムになっています。ドイツは地域熱源

と地域配管を持っているのでそれが可能ですが、日本の場合は１戸建ての各戸でやると、

昼間居なくて余っ熱が、隣にいるお年寄だったら本当は使いたいというような、無駄な或

いは不合理な状況が起きます。マンションのような共同住宅の場合は、同じ管理組合があ

ったり共用部分を持っていたりするので、非常に融通しあうことは導入しやすいと思いま

す。戸建て住宅系団地でも共通の合意を形成できれば、コミュニティー施設と融合した熱

供給のバランス、お互い融通しあうというようなことが可能ではなかろうかと思います。 
 この絵はご存知のアメルスフォルトの事例で、実はこれ太陽光発電ですが、ここでちょ

っと申し上げたいのが、町並みなのですよね。太陽は一個しかないわけで、日本の建築基

準法には、日影条例があり厳しく守られています。しかしながら、個別の建築だけの日影

評価のために、実際は連続している建築群の影響は無視されており、実際は基準法の日照

は得られないことになります。東京のように高度に集積した建築群がある地域では、太陽

熱あるいは太陽光発電を利用しようとする場合は、地域の絶対高さ制限とか、お互い融通

しあうようなことを考えないと、仮に自分の家でつけたものが、前にマンションができて

太陽が全部当たらなくなってしまったという事が起きてしまいます。地球環境に良いこと

をやろうと思ったことが、トラブルを起こし良いことではなくなってしまうわけですね。
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それは、行政なり都市計画の問題なのだろうと思うのですね。そういう仕組みがちゃんと

できていないから。一生懸命前向きにやっている人をスポイルしてしまうというようなこ

とにもなりかねない。太陽熱利用あるいはＰＶもそうですが、技術的に開発されても、社

会の仕組みができていないと、良いことが良いことじゃなくなる。悪いことになってしま

う。あるいは喧嘩の種になってしまう。行政は行政的な仕組みを研究しトラブルを未然に

防ぐことは不可欠なことだと思います。 
次にフライブルグですね、今回訪れたのは３回目ですが、これは前回５年位前に行った

時の写真です。カイザーっていうスーパーの、カーテンウォールのところに、10 年前に無

かったＰＶが小さく付いているのですよ。大量導入として何でもベタベタって付けてしま

うのは、建築デザインとして全くおかしい。やはり町並みとかそういう中で品が良くなけ

れば、世界に冠たる環境都市にはなんないだろうなと思い感心しました。さすが、環境の

ための観光都市になっているのですね、フライブルグは。たぶん日本人も環境系の人は大

好きで何回も行っています。そのための日本人向けの日本語のペーパーも置いてあったり

します。景観とか街並みを考える場合に、屋根にただ既存の集熱器パネルを設置しただけ

では駄目だろうと。屋根には雨を除け、風を凌ぎ、断熱機能のある、美しいもので無けれ

ばなりません。太陽エネルギーを取得する機能と、屋根本来の機能と建築デザインが融合

していることが大事で、そのために、建材開発を至急行動に移すことが大切です。建築家

が使いたくなるような、機能とデザイン性と納まりの良い集熱器開発が早急にそぞまれま

す。 
これもフライブルグですけれども、バウバーンという、元々フランス軍の基地ですね。

日本だと多分米軍基地を返されると、みんな壊してやり直すのではなかろうかと思うので

すが、隣のフランス軍、占領軍の建物をちゃんと使っているところも文化の違いか感心し

ました。しかも改修して太陽熱温水器が屋上や屋根に設置されています。既存施設をかい

改修し（コンバージョン）長く使うことは CO2 削減に大いに貢献します、改修をして上手

く使っていくというのも一つのやり方なのだろうなと思います。これまたフライブルグな

のですが、リーゼンフェルドという団地がほぼ完成しておりまして、１５００戸位なので

しょうか。屋上はほとんど、太陽熱温水器あるいはＰＶ、置き場になっています。我々か

ら見るともう少しデザイン的に、できなかったのかなと思いますけど、エネルギー的には

かなりこの地域で自立しているところがあります。 
 これはちょっと通りがかりのフライブルグですが、これは既存の集熱器なのですよね。

ですが、全体のデザインの中に斜めに置いただけでも、全体のバランスが良ければそれで

いいと思うのです。ただ、それを見る目はデザイン的な見る目のある人がやらなければい

けないので、我々建築家がきっとそういうのをやりながら、既存品でもやり方があるとい

うことの例です。 
 これは、大連の例ですが、こんな状態です。大連とか北京の新築マンションの屋上には、

一番プリミティブなものですが、何しろ付いていると。こういう温水器が付いていないマ

ンションは売れないというような状況のようです。世界の８割ですかね、を作っているそ

うです。 



  17/26 

それで、建材の方に戻りますが、シュウコウっていうドイツのカーテンウォールのメー

カーですね。このようにダブルスキンとする事により熱を邪魔なときには遮断する、ある

いは、冬の寒いときはここが温室状態になりますからその熱を使うというようなことが、

すでに建材開発されているのですね。その右側、カーテンウォールに組み込まれた温水器

がしかもデザイン的に美しく、温水器の配管やノズルもキチンとカーテンウォールの中に

組み込まれていて使いやすいものがすでに完成しています。 
施工研修ですね。屋根は建築がやって温水器は設備屋さんがやる、あるいは水道屋さん

がやるということで、そこが非常に問題なのですね。屋根のことが分かんない人が、水道

屋さんが穴をブツブツ開けて、雨漏りを起こしてしまうとか、設置方法が分からないから

と何か針金でグルグル巻いているようなことがあるので、これは業界がキチンとしなきゃ

いけませんねという反省をして、シュウコウ自身が、代理店に全部研修をさせているので

すね。そういうシステムを業界で作らないと、前に申し上げた、設置したは良いけど壊れ

ちゃった、誰の責任だっていうと、水道屋さんよと。売った集熱器メーカーは、私は知り

ませんよとなってしまいます。それでは、悪が蔓延ることになるわけですよ。ユーザーオ

リエンテッドになってないのですよね。そこをキチンとしないと、大量導入は全くできな

い。またユーザーから嫌われてしまうことになると思います。 
 これは私が 初に太陽光発電やった例なのですが、温水器とかＰＶも、単なるエネルギ

ーを採るだけじゃなくて、建材にする。これは、西日をよける装置ですが同時に太陽光発

電をする、そういうことですね。こういうことによって、全く今までと違う新しい建築的

なデザインができるということで、建築家はそういうのが大好きなのですね。こういうの

を少しずつ分かり始めると、かなり爆発的に普及するのではないかと思います。 
私が編集委員長となっって「ソーラー建築アーキテクチャー・デザインブック」（建築学

会）や、ソーラー建築デザインガイド（ＮＥＤＯ）でも建築家向けのあるいはデザイナー

向けのマニュアル本を作成しております。 
 これはですね、ソーラーチムニーです。ややパッシブな利用でしょうかね。こういうガ

ラスの箱を縦に作ると太陽熱を受けて中が暖まりますね。上昇気流がおきますので、それ

を自然換気のファンの代わりにする、動力がいらない自然の力によって換気する、そうい

うものとデザインを一緒にしたものです。これは日本大学理工学部船橋校舎１４号館です

が、昨年日本設計の設計で完成しました。庇も単に庇じゃなくて、ＰＶ庇になっておりま

す。 
 これはドイツでは有名な高層ビルで、ダブルスキンとなっています。日本のかつての住

宅の外側廊下みたいなものですね。そういうバッファゾーンを作ることによって内部で外

部負荷の少ない快適な内部スペースを作り上げることが出来ます。高断熱のトリプルガラ

スによって、透明感のある建築デザインが断熱性能保保持したままで実現できます。エネ

ルギーの無い時代が故に、別の表現をすることによって、昔に戻るのではなく時代精神を

表現する建築デザインを目指したいと思います。 
これは、イギリスの団地建物ですが、ゼロエネルギーに成り立っています。地域の薪を

使っていたり、バイオマスなど使いながら、空気の取り出しなんかも、いろいろデザイン
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化されています。 
これは小玉先生のデザインですが、集熱器がなくても、パッシブだけで、あるいはダイ

レクトゲインだけで、床に少し蓄熱のあるものをすれば、夜間に暖かくなるということも

できます。 
これは我が家ですけども、太陽光発電も開口部のデザインとして、新しい表現として可

能なわけですね。まだまだ、設計者が太陽熱利用や太陽光発電の事を良く知りません。一

方メーカーは建築デザインの事をあまりにも知らなさ過ぎるために、普及拡大が阻害され

ています。建築と設備の融合が是非とも必要な事態となっています。美しく魅力的なソー

ラー建築を是非作りましょう。これは、我々２１世紀の環境の時代の建築になるはずです。

東京の景観を向上させるためにも、美しい建築、美しい都市を評価する仕組みが必要です。

入札で安ければよいという今までの姿勢では建築や街は良くならないですね、反省しなけ

ればならないでしょう。しっかりした審査員を置き評価し、きちんと建築家に競争させて、

コンペやプロポーザルを中心に考慮すべきです。その後に報酬を決めることが必要です。

そうしないと、いつまでたっても日本は美しい環境都市には連なっていかないだろうなと

思います。太陽エネルギー創出外装産業が増え、単なる設備屋さんではなく、外装と設備

と一体となった業界がきっといるんだろうと思います。サッシュメーカー、屋根メーカー

と協働するような、融合した業界が必要です。 
 それから建築を超えて地域ということですが、町並みとして美しくしたいわけですが、

ドイツのフライブルグのように、東京はいいなと、しかも環境的に良くできていて、景観

的にも美しい街並みになっているなというふうになったら、自慢にできる江戸のような街

になるかもしれないということを含めて、東京を世界一美しい環境都市にしたいというの

が、私の提案になります。 
 
（大野部長） 
 どうも大野委員、ありがとうございました。非常にたくさんの事例で圧倒されるような

感じですが、今の提案にご質問ある方ございますか。よろしいですか。 
それでは、全体を通しましての議論に入りたいと思います。 
一応振り返ってみますと、 初、中島委員から日本のかつての歴史的な経緯を踏まえた

ご指摘がありまして、飯田委員からは欧州の事例などをご紹介いただいて、それとの関係

で、どういう点に問題があってどうすべきかがありました。 後に大野委員からは、都市

計画でありますとか住宅政策の関連も含めて検討が必要であるとのご提案がありました。

非常にいろんな論点がありますし課題もあって、どこからこう太陽熱という切り口から非

常に大きな問題が出てくるのだなあと肌で感じたのですが。 
今日何か結論を出すということではありませんので、色々と自由にご意見をいただきな

がら、特にどのへんからどう切り口を突破していったら良いかの辺りについて、特に色々

とご意見をいただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。 
 

（浅井委員） 
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 矢崎総業浅井でございます。色々な意見を聞かせていただいて、非常にありがたいと思

っております。飯田委員の発表に関係するのですけど、非常にいい提案、面白い提案をい

ただいたと思うのですけれども、極端に言えば、例えば、新築住宅には自然エネルギー利

用を義務付けるみたいな、そんなところまでいっても、もしかしていいのかなと。あるい

は東京都が色んな住宅、あるいは建築の屋根を借りてそこに付けてしまう。そこで、使っ

ていただいて、削減したＣＯ２の部分は東京都のものになる、そんなこともあるのかなと。 
 飯田委員のこの２枚目ですかね、パワーポイントの３ページになるのですか。昔からの

太陽熱利用の量の推移があります。私もいつもこれを見ていて、いろんなことを考えるの

ですけれども、日本というはオイルショックで非常に増えて、そこから減っています。ヨ

ーロッパとかイスラエルを見てみると、あんまりそういう傾向でもない。この違いってい

うのがかなり大きい。大きいということは何か差が、多分あるのだろうなというふうに思

っています。 
その差っていうのは何かといいますと、もしかしたら、文化というのか国民性というの

か、色んなことを政策的にやるっていうのもいいのですけれども、ここの中に教育とか啓

発とか、自然エネルギーっていうことの本質を、もっとしっかり教え込むような、そうい

うプログラムがどこかに必要なのかなと思いました。 
そういうことをやっていかないと、政策に終わってしまうと、また変わってしまうって

いうふうになりかねないと感じています。それは昔から我々業界が、業界としてはいろん

なことをやってきました。先ほど大野委員からカーテンウォールというお話しがございま

したけれども、２５年か３０年位前に、我々はカーテンウォールを作ったのですね。残念

ながらそれが今もう無いっていうのは、売り方の問題だとか設計の問題だとか、色んな問

題があるでしょう。だけどもそれだけじゃない何か他のものも多分あるのだなと。 
そういうことも含めて、このプログラムに盛り込んでいっていただけるといいなと、そ

んなふうに感じました。メーカーとしては非常に、耳の痛い話しが結構多くて、反論した

い部分も若干あるんですが、ここではそんな場じゃないんで、言いませんけども、何とか

太陽熱をもっと増やしていけるように考えていきたいと思っています。 
 
（大野部長） 
 はい、ありがとうございました。今の浅井委員のご意見に何かありませんでしょうか。

よろしいですか。 
 それでは、他の方のご意見いただければと。他の方いかがでしょうか。私一つ質問しよ

うと思ったんですけれども、飯田委員のプレゼンの中で、日本での今までの普及のタイプ

とヨーロッパのタイプがちょっと違うというふうにお話しいただいたんですが、これ価格

面なんかはそうなのでしょうか。それと日本のものと違いがあるのでしょうか。 
 
（飯田委員） 
 荒く乱暴に書いてあるのですが、いわゆる日本で太陽熱温水器というと、何故かソーラ

ーシステムといわれる。強制循環型のもので比較すると、ヨーロッパにも日本型の、ギリ
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シャなんかはこういう汲み置き式主体でやっていたり、日本でも当然この強制循環方式は

あるんですけれども、まず価格でいうと汲み置き式は比較的安い２０数万円、ソーラーシ

ステム形強制循環型は数十万円から百万円に近いほうの数十万円のようなものがある。大

体そういう位の感覚で、ヨーロッパも価格は日本よりも若干安い、為替レートの関係もあ

るので、どこで比較するかあれですけども、そんなに大きな違いはないのじゃないかと。 
 後はそれをどういうふうにコスト回収していけるような、制度的なものだとか、そちら

の違いがやはり効いているのかなあと。後ちょっと申し上げますと、浅井さんの方からあ

ったカーブの違いは、いろんな要素があると思うのですけれども、一番根底にあるのは、

政策の違いがまず一番根っこにある。自然エネルギーっていうのは、太陽に限らず全ての

分野がポリシーマーケットといわれていますので、どういう政策制度が、その市場を形づ

くっているかによって、普及するかしないかがもう劇的に変わる。 
 ヨーロッパでもとにかく、単に補助金あるなしだけでなくいろんな意味での、製品とか

売り方に関するクオリティーコントロールをしているところまで規制で決めているか、野

放しになっているかとか、色んなところまで、どこまでキチンと公共でそれが出来ている

か出来ていないか。 
 日本の場合は若干クオリティーコントロール出来ていないところがある製品群なんかも

あったのではないかと。製品そのものは良かったのかもしれませんが、顧客とのインター

フェイスが良くなかったり、後はもろもろの石油価格そのまま野ざらしに、石油価格にダ

イレクトに直結して普及が推移している。これはもう完全に政策がなかったことの証明だ

と。 
 逆にここ近年原油価格が上がってきているのに市場が反応していないっていうのは、も

う、産業の競争力が追いついてきてない、無くなってきているっていう。根底は政策だと

思います。 
 
（大野部長） 
 まだいかがでしょうか。中島先生。 
 
（中島委員） 
 太陽熱機器類の販売が先ほどの話にもありましたけれども、７９年から８５年までの間

で集中的にピークを迎えるのですね。これは第二次石油ショックを契機にグーンと上がっ

ている。で、また逆に下がっている。５年から１０年ならびに下がってしまったというと

ころがありまして。 
やはりその時に６０社位参入していたのですね。その参入したメーカーで今残っている

のは、１０社足らず。そこで、矢崎さんなんかは頑張って残っていらっしゃるわけで、こ

れ採算合わないのですよね。売れる、販売に対して投資の額が見合わないと採算が取れま

せんから、とても続けられている状態じゃないと思いますが、しかし、続けていらっしゃ

るというところは、本当に頭が下がる位だと思うのですね。 
その頃、何十社かいたメーカーというのは、ほとんど家電メーカーなのです。家電メー
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カーがソーラーエネルギーに手を出したのです。その姿勢に少し問題があったのでしょう。

製品の償却年数が７年という家電のものと同じ扱いを税制もしたのです。それが間違って

いるのですね。 
ですから家電メーカーとすると７年でいいだろうと。しかしソーラー建築の場合は、建

築と同じ寿命が必要です。少なくとも製品の寿命はそこまで、２０年５０年もたなくても、

その間にリニューアル出来るような製品でなければならない。 
従って、作り方とかその他のものが製造中止してしまうのではなくて、製造中止したあ

と７年持っていればいいだろうということで、これは税制上の規定で製品保証しなければ

なりませんが、それ以上は規定がありませんから、太陽エネルギーに関する、自然エネル

ギーを使う製品に関しては、別枠で制度を決めるべきなのだと思いますね。 
それは石油と競争させるのですから。他のものは競争させてないけれども、ソーラーの

場合は使う側の方として、競争せざるをえないわけですから、それに打ち勝つためには、

イニシャルコストを下げると言う手法は補助金とか、手順は色々ありますけれども、それ

に対して、転落させる時には、打ち勝つためには、製品供給寿命って言った方が良いのか

な、の長い製品として、別枠で規定すべきだったということですが、十把一絡げで家電製

品と同じ扱いをしてしまったところに大きな問題があったように思いますね。今の製品の

供給システムに関して言いますと。従って、製品の供給システムとしますと、家電メーカ

ーは入ってないでしょ。今では残っておりませんね。それを言うとすぐ分かるのですね。 
 

（大野部長） 
 ありがとうございました。今日はどちらかというと三人とも学識経験者に発表をいただ

いて、次回、実際に事業をしていてメーカーの方とかの、発言をいただくんですが、 
とりわけ永田さん、意見や感想はいかがですか。 
（永田委員） 
 どうもありがとうございます。３人の先生方から多角的な太陽熱利用の方法というか問

題提起をいただきまして、本当に勉強になりました。私どもは、ガスを利用して熱を供給

するというところで、今までもいかに効率を高めて提供していくか、ガス湯沸かし器ひと

つにしましても、潜熱回収などの技術を含めて、取り組んできたというわけでして、省エ

ネルギーへの取り組みはやらなくてはいけないことだと考えております。 
 太陽熱利用ってものについて、この中で考えて見ますに、一時期というか昔には、太陽

熱利用と組み合わせた形で、住棟セントラルとかも検討したことがありましたが、なかな

かうまくいかなかった。 
 今また考えますに、大野部長の方からも中島先生の方からもありましたように、ものと

していまひとつ魅力的なものが提供していけていなかったと思うところで、今、弊社とし

ましては、給湯器と太陽熱利用をどういうふうに組み合わせていって、魅力ある製品が作

れるかと考えていっているところです。 
 色々制度のことがでましたが、太陽熱利用を組み合わせた商品というものの開発に力を

入れていきたいと考えております。 
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 また時間がありましたら、次回にそのような提案をさせていただきますけれども、特に

東京都ですと、やはり建物の狭い集合住宅とか、そういうものが多くなると思いまして、

そういうマンションにキチンと組み込めるタイプのもの、太陽熱と言いますと分散してい

まして、ある意味どこでも当たっており、この当たっていることを使ってやるものが、効

率的に使えるのではないかと思いまして、そういうような使い方で、給湯器と上手い組み

合わせが出来ないかというものを検討しているところです。 
 飯田先生の方から、コミットメントのような形で、温水システムというオプションをコ

ミットメントしたらいかがか、というようなご意見もございましたけれど、すみませんが、

その前段階をがんばるというところでです。そういうものがコミットメントできるような

商品というものを、まずしっかりと考えていくっていうところで貢献していければなとい

うふうに考えています。 
 
（飯田委員） 
 是非、永田さんにお伺いしますが、次回のプレゼンの時の回答で良いのですが、今の一

つのコミットメントの話は、出来ればパッケージンになった商品を提供していただく、そ

れはそれで東京ガスさんの競争戦略上、是非やっていただきたいと思うのですが、もう一

つは、ユーザーが求めたときに何かサポートする。三方弁を必ず付けるとか、組み込める

のですよっていう、そういうオンデマンドっていうか、求められたときに提供できるとい

う、そちら側も是非、実現していただきたいっていうのが一つ。 
それから、ガス会社さんと色々話をすると、永田さんとか企画の方は、新しいことを色々

考えておられるんですが、わりと現業に近い方は、いわゆるどっちかっていうと、サービ

サイジングというより物売りに近いような活動に立っておられて、要はメーターでガスが

売れてなんぼやっていうようなのですね。 
そういう発想がまだまだ根強いのではないか。そういった中で、太陽熱を入れればガス

の売り上げは、メーター上は減る。まさにぶつかるわけですけども、これは電力会社さん

も一緒かもしれません。その時にサービサイジング的なそういうようなビジネスモデルみ

たいな形で、きちっと表面上、物売りではコンフリフト・オブ・インタレストになるわけ

ですけども、それがちゃんとビジネスに取り込めるようなことまで考えていただけるかと

いうか、おられるか、この辺もお伺いできれば。厳しい質問ですけども。 
 

（永田委員） 
 この辺も 初の方の既存のあるものを上手く組み合わせて、簡単に今あるものと給湯器

つけるというものに関して、ちょっと私も勉強不足で、検討はすると思いますけども、今

の段階ではちょっとはっきりしたことは申し上げられないです。 
 第二点目のビジネスモデルというか、ガス量が減ってそれでも本当に売っていくのか、

こういうものをどう進めていくか、これは非常に大きな課題だと思っています。ただ、今

までもガス給湯器というものがあって、それを潜熱回収しました。これは、従来７０パー

セントから７５パーセントであった効率というものを９０、９５にしてっていうところで
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は、ガス量は減るわけです。 
 ただ、省エネルギーという要請のある中で、お客様にとって 適なシステムを提供して

いかない限りは、ガスシステムが選択されなくなる話もちろんあるでしょうし、そういう

中で太陽熱利用システムっていうものを考えていきたいと思います。そのやり方について

は、すいませんが、まだ、どのような形かはありません。 
 
（大野部長） 
 ありがとうございました。それでは、井手委員、何か発表に対するご感想でも結構です

けども。 
 
（井手委員） 
 一般の方に一番近いところで私たちは仕事をしていると思いますが、その中で、今まで

もソーラーですとか太陽熱を利用したものっていうのが、色々こう過去に今のその話の中

にもありましたけども、私どもも参加、もしくは取り組んでお客様に提案しようかなとい

うことは沢山、事例としてはあったわけですね。それがどうしてもお客様に受け入れられ

ない。あまり熱を帯びて採用されていかないっていうことが実際に起きていると思うんで

すね。 
それは何故かなという風に考えますと、先ほどお話しいただいたように、やはり政策が

悪いのか、制度的なものが国によって全然違うのか、日本の制度がまだまだ悪いのかなっ

て感じがするのですけれども、やはり、一般の方が買われるときに、私ども設備から含め

て機器も含めて、どうしてもコストがかかってしまう。つまりイニシャルの部分がどうし

てもかかってしまうという部分と、それからお客様にご提案するときにもランニングの部

分ですね、こちらでもまだまだ非常に不透明な部分があるのかなと。 
先ほど、耐用年数増との問題がありましたけれども、非常に短い間でまた作り替えなけ

ればいけない、やり代えなければいけないという問題点、この辺が一番大きいところなん

じゃないかなという気がします。今の技術的な部分ですと、おそらく日本の技術をもって

すれば、コストはかかるかもしれませんが、まだまだ改良の余地はあるのではないだろう

かと思います。 
 私は営業職ですので技術的には良く分かりませんが、十分対応できる日本の技術力があ

ると思うのですが、後はそこに普及させる上での制度的なもの、どうしても必要になって

くる。我々デベロッパーからすれば、地方公共団体、国も含めて、補助金等のものも制度

的に含めて整備されてきているようですけれども、まだまだ買われ方に対する補助といい

ますか、そういったものをもっと充実すべきじゃないかなという気はしております。 
 買われた方にとってのランニングの問題、それから買うことによっての、高くても買っ

た方が補助を受ける、もしくは税制面での実質年間のコストがこれだけ下がりますという

ものが明確に見えてくると、非常に我々も売りやすくなりますし、どんどん普及していく

んじゃないかなという気がしております。 
 今回のこの色々な議題が盛り込まれてくるとか思うのですが、当初お聞きした中での普
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及させるためにはどうしたらいいのかというお話がありましたので、そういった部分での

お客様の声を多少なりとも、これからも私どもの方で、まとめることがあれば、ご協力し

ていきたいと思っております。そんな所で今日は感想として持ちました。 
 
（大野部長） 
 ありがとうございました。 
 
（中島委員） 
 今ご発言いただいて、大変、頼もしいお考えをいただきまして嬉しく思うのですが、一

つだけ少々気にかかることが。技術力がある、とおっしゃったのですが、かつて、２０数

年前もそうだったのです。そうだったのですが、その技術力が発揮されずに終わってしま

いました。何故でしょうか、というところを是非、考えていただきたい。 
 これはですね、建築設備の技術の問題がからんでくる。つまり、太陽エネルギーシステ

ムの製品の部分と、それから工事の部分がありますね。工事の部分は、現場はその工事で

やります。従って、ソーラーシステム振興協会の技術審査委員会というのは私、会員をし

ていまして、そこでその技術的な制度の問題、性能の問題、そしてコストの問題をチェッ

クして、そこに低利融資を入れるどうかの判定をするわけですね、その委員会で。 
 そこでいくらたっても下がらないのが、工事金額なのです。製品はメーカーさんの努力

で下がってきています。工事金額に関しては下がりようがない。どうしてか検討していた

んですが、つまり、今までの設備を扱われる人が、大きいビルに対する設備技術者ってい

うのは沢山、世の中で活動している。 
 住宅に関して言えば、ちっぽけなもんですから、こんなものは街の水道屋でもできるだ

ろうかと思ってしまう。実はそうじゃなくて、大きなビルはちょっとした水漏れは故障が

原因と言わないんですね。常にメンテをやっている体制が整っていますから、技術者が対

応していますから、設備の技術者、あるいはその技能者が対応しています。 
 こと住宅に入ってきますと、そこに対応する人は一人もいないわけです。ですから、ち

ょっとした水漏れも、水が止まった場合も、故障としてみなされるわけです。それを建築

家に訴えるか、あるいはメーカーに訴えても、対応は全然してくれない。分かりようがな

いわけですね。技術者が対応しない。本来の空衛学会とか、配管工事業協会に属した技術

者がそのまま対応してないからなのですね。 
 つまりソーラーシステムに関しては、そこに使われる材料が、在来のオフィスビルに使

ったミニュチュア版を使っただけにすぎない。バルブも配管の質も。そうではいけないわ

けなんですね。ソーラーシステム用に改めて長寿命で、しかもちょっとした水漏れもない

ような、もっと高性能の住宅向けの高性能のソーラーシステムの配管材料、継ぎ手の材料、

バルブの材料と、こういうものを開発すべきだった。 
 それをやらずに、ミニュチュア版で、しかも技術は立派に出来ているからって、それは、

大きいオフィスビル用の設備用の工事が上手くできているだけで、対応している高度な技

術者がいるだけであって、住宅用のレベルのものに関しては、大いに軽く考えすぎたとい
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うところに、大きなものがありまして、ミステイクがあって、やはり技術者も、そこに使

われる製品を、改めて住宅のソーラーステムが長いこと使えて、ペイバックタイムを少な

くする、クリアする位の性能のもの、これを開発すべきだったと。 
 住宅に使われる製品は、特にソーラー製品は、雨ざらしですし屋根に取り付ける製品な

ど、配管も屋外にきますよね。これは特別に過酷な条件なのです。温度のレベルもそうで

す。車の部品のレベルは非常に高いと思っているかもしれませんが、住宅のソーラーシス

テムに使われる設備品の方が、非常に大きな外界の変動にさらされるわけですね。従って、

性能的にも幅広い性能をクリアしなければならないという点では、そちらの方がずっと難

しい製品を造らなければならないと私は認識しておりますけれども、世の中ではそんな気

は全く無かったわけですね。 
 大きなビルの技術をそのままミニチュア版で使えばそれで十分に事足りるというと思っ

ていたに違いない。それが今日のその故障の原因になったりしたと私は認識しているんで

すが。その二の舞は絶対にしてはいけないのではないか。ということで申し上げさせてい

ただきました。 
 
（大野部長） 
 ありがとうございました。住宅用のものまで作らなくちゃならないというのは非常に大

きなテーマですが、今日はそこまで突っ込んでやる時間がありませんので、次回以降議論

してまいりたいと思います。 後に関家委員よろしいですか。 
 
（関家委員） 
 感想と要望みたいな形なですが、資料１の中島先生のペーパーを見せていただいて、自

分自身の中でも課題が整理できたような気持ちです。資料３の部分で、個人的には一番好

きな分野なんですけれども、やっぱり世界一美しいこの都市というような形、これには非

常に興味を持っています。 
 今回スケジュール的に一年間という形で聞いていますので、飯田さんの方から資料を出

していただいた１４ページに書かれているライトタッチ規制、ここの部分のところですけ

れども、自然エネルギーのオプション提示の義務化、一定規模以上のところの網掛け、と

いうような感じの話があるんですけれども、こういったレベルを目標にして、今回の委員

会で具体的なそのシナリオ、ステップこの辺が明確になっていけば、多様な議論が出来る

のではないかなというふうに思っています。 
 
（大野部長） 
 ありがとうございました。今日はですね非常に沢山のご意見を出していただきまして、

この太陽エネルギー利用拡大会議は、太陽熱の会議ですけども、もう一つ太陽光発電の方

も、検討会があるんですけれども、太陽光発電は技術的にいろんな発展があると思うので

す。ある程度商品としては確立しているところがあるのですけれども、太陽熱の方は改め

て商品開発のところからもう一度やっていく必要があるという気がしました。なかなか難
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しいなという気がします。今日は第一回目、いろんな論点をご提起いただきまして、次回、

実際に事業をやっている皆さんから提案をいただいて、第三回目以降、あわせて十分な取

り組みが出来ることについて本格的にやっていかなければならないというふうに思ってお

ります。 
 おそらくはその制度も大事だとご指摘いただきましたが、直ちに規制をやるとか補助金

をやるとかいうのは無理だと思いまして、結論的なことは先に言ってはいけないのでしょ

うけれども、少し先を見て何年後かはこうするという目標を作って、そこに合意を得て皆

が努力していく話になっていくのかなという気がしますが、その辺の展開の方法とか是非

皆さんの知恵をいただきながらいいシナリオを作っていかなければならないと思っており

ます。 
 そろそろ時間ですけども、ご意見があればいただきたいと思いますがいかがでしょうか。

よろしいですか。それでは、お約束の時間ですので、第１回太陽熱利用拡大検討会はこの

程度にしたいと思います。本日は大変お忙しいところありがとうございました。 
 
（小原副参事） 

恐れ入ります。事務局から１点だけ事務連絡でございます。 
第２回のこの会議ですが、６月の中旬に開催いたしたいと考えてございます。この会議終

了後、皆様に日程調整のご連絡をさせていただきますので、ご返答いただきながら日程調

整表させていただきたいと思います。それでは、以上をもちまして、今日の会議を閉会い

たします。今後ともよろしくお願い申し上げます。 
 


