
 

 

 

 

 

 

 

第２回太陽光利用拡大検討会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日  時：平成１９年６月４日（月）午後３時５７分～ 

場  所：東京都庁第二本庁舎 ３１階 第２５特別会議室 
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午後３時５７分開会 

○小原副参事 定刻より少々早いのですが、委員の皆様方おそろいになられましたので、そ

れでは、ただいまから第２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をご出席いただき、まこと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。議事に入る前に事務局から連絡事項を申し

上げます。 

 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、前回に引き続き京セラ株式会社佐倉ソーラーセンター

責任者、本多様にご出席いただいております。よろしくお願いいたします。 

 また、６月１日付で環境局内において人事異動がございまして、環境政策担当部長の大野

が都市地球環境部長に役職が変更になりました。本会議の委員としては引き続き都市地球環

境部長として大野が担当させていただきます。よろしくお願いいたします。 

 あと、本日ですけれども、部屋の中、少々暑いかと思いますので、もしよろしければ上着

など適宜脱がれて過ごしていただければと思っております。 

 それでは、これからの議事につきましては大野都市地球環境部長にお願いいたします。 

○大野委員 大野でございます。今紹介がありましたように、６月１日付で都市地球環境部

長になりましたけれども、引き続き私の方でこの会議をやらせていただきますので、よろし

くお願いいたします。 

 それでは、ただいまから議事に入らせていただきます。 

 本日は第２回目ということで、４名の委員の方からご提案をいただくことになっておりま

すけれども、その前に、先週の金曜日に知事から「東京都気候変動対策方針」という方針を

発表いたしましたので、その中身について事務局から簡単にご説明いたします。 

○小原副参事 恐れ入ります。席上に配布した資料の下の方に参考資料１があるかと思いま

す。そして、その上に６月１日付のプレス発表資料があるかと思います。この２つが気候変

動対策方針に関する資料でございます。 

 では、こちら側をごらんください。２枚目につけてございますＡ４横型資料の右側の「５

つの方針と主な取組」と書いてある欄をごらんください。こちらをもとにご説明申し上げま

す。「東京都気候変動対策方針」はこちらに掲げております方針のⅠからⅤの５つの方針か

ら構成されております。 

 まず、方針Ⅰでございますが、企業へのアプローチでございます。企業のＣＯ２削減を強
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力に推進するために、大規模事業者に対するＣＯ２排出量の削減義務を導入するほか、金融

機関に対し大幅な環境投資を要請してまいります。 

 方針Ⅱは家庭へのアプローチでございます。家庭から白熱球を一掃するほか、今回のこの

検討事項でございますが、太陽光発電ですとか、高効率給湯器などの普及促進を図ってまい

ります。 

 方針Ⅲは都市づくりへのアプローチでございます。建物については省エネ仕様を作成し、

建物の省エネ性能を強化するほか、地域におけるエネルギーの有効活用ですとか、再生可能

エネルギーの利用を推進することといたしました。 

 この省エネ仕様につきましては、参考資料２といたしまして席上に配布させていただきま

した。こちらは５月２８日に東京都が発表いたしました「省エネ東京仕様２００７」でござ

います。都有施設、出先の事業所なども全部含むのですけれども、都の施設を最高水準の省

エネ仕様に転換いたしましてＣＯ２削減に向けた取り組みをさらに進めていくということで、

今後の庁舎改修などの際の仕様になってまいります。こういう省エネ仕様を展開していくと

いうことでございます。 

 先ほどの横型の資料でございますが、方針Ⅳは自動車交通へのアプローチでございます。

低燃費の自動車を大量に普及させるための低燃費車利用ルールを策定するほか、ＣＯ２削減

に貢献いたします環境自動車燃料の導入促進を展開してまいります。 

 方針Ⅴでございますが、こちらは「各部門の取組を支える、都独自の仕組みを構築」とい

うタイトルで、仕組みという部分ですが、市場経済へのアプローチを考えております。都独

自の都市型ＣＯ２排出量取引制度を導入させていただきますほか、省エネルギー促進税制な

どを検討していくこととしました。 

 以上が「東京都気候変動対策方針」の説明になります。事務局からのお知らせは以上でご

ざいます。 

○大野委員 それでは、これより各委員よりご提案をいただきたいと思います。前回と同様

に、各委員のご提案後にご質問の時間をとりたいと思いますけれども、すべてのご提案が終

了後に全体の議論をしたいと思います。 

 それでは最初に、株式会社日本エコシステム総合企画部お客様相談室長の寺井委員からお

願いしたいと思います。 

○寺井委員 それでは、よろしくお願いいたします。日本エコシステムの寺井と申します。 

 まず、私どもの日本エコシステムという会社から、ざっとですけれども、ご説明申し上げ
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ます。当社は、簡単な沿革をつけさせていただいたのですけれども、平成９年から太陽光発

電の販売を中心に、本当にそれを専門としてやってきました。関東、東北から始まって、大

阪、名古屋、福岡と順調に営業所、支店をふやすことができまして、今現在、全国５支店プ

ラス広島の１営業所という形で営業させていただいています。 

 この中で、もちろん、さまざまな地域に販売を行うと同時に、その地域ごとの補助金です

とか普及策の手続ですとか、あとは私の部署がお客様相談室という部署になりまして、お客

様からの質問などを受け付けているところですけれども、そこでさまざまなお客様からの意

見をいただくことが多いものですから、それを一言でもこちらの方でご提案させていただけ

ればなと思いまして参加させていただいております。 

 私ども、これまでさまざまな地方でやられている地方自治体の補助金に携わってきました。

ほとんど８割、９割は設置する際の設備費用の上乗せということで、どこの自治体さんも補

助金を出されているというのが実情です。私ども販売店からすると、言葉はちょっと悪いか

もしれないんですけれども、微々たる金額で、実際、地方自治体さんの手続だと、書類も多

ければ手続も複雑なので、正直なところ、その分は値引きしておきますから、ここで終わり

にしましょうという現状があったりもします。 

 ただ、私どもも環境ですとかお客様の関心という点で、いろんな自治体さんの新しい試み

に関してなるべく理解に努めて、それをお客様にお伝えしようとは考えております。最近、

ただ単純にお金を出すという形ではなくて、プラスアルファ条件をつけたりですとか、いろ

いろな施策をされているところがあります。それが前回、前々回とちらちらと私もお伺いし

ました売電への上乗せであったり、削減分、発電分のグリーン証書化をやられるところもあ

れば、あと最近とみに目立つのは、販売・施工会社を地元企業に限定するといった施策をさ

れるところがふえてきています。うちのように全国展開しているところだと、正直言うと、

はねられるのですけれども、ただ、地元の官、民、個人のつながりを強くしていこうという

試みであるんじゃないかなと思います。 

 私どもの感想です。いろいろな目的を持って補助金を出されているとは思うのですけれど

も、実際それをどこまで受け取られる購入者の方がご存じなのかという部分ではかなり薄い。

お金がもらえるという意識しかないというのが私どもの感じるところです。まるでそこの市

役所の職員さんのように、うちの方が逆に制度の内容を詳しく説明して回るというふうな状

況です。 

 逆に、それがきちんと住民に伝わって、うちの地方自治体ではこういう取り組みをしてい
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て、うちはそれにこういうふうに協力しているんだと誇らしげにうちの営業へ伝えていただ

ける方もいらっしゃいます。そういう方は次から次へと近所の方を勧誘といいますか、誘っ

ていただけますし、例えばデータを出してください、ぜひ集めたいんですというふうな声に

対してはかなり細かく出していただいたりなどで協力体制がしっかりできると思います。 

 私どもはその点から、こういう補助金が出るのであれば、または住民に設置を促すのであ

れば、やはりその目的と、協力をして地元がどう変わるのか、地域がどう変わるのか、そう

いったものを住民の方々にしっかり理解してもらうところが何よりも重要なのではないかと

日々の販売の中で感じています。その中でうちの企業がはじかれたりですとか、販売店さん

の中でいろいろ制限がついて販売ができなくなる、そういうこともあると思います。ただ、

ある程度意義のある施策の中での制限であれば、それはいたし方ないことだというふうに考

えています。 

 私、販売畑で営業をずっと介してきまして、ここでの会議というのが正直、話としてちょ

っと難しい。話のうち何割を自分が理解できているのかなというのはあるんですけれども、

その分、第１回、その前の説明会のときにいただいた資料を、各支店、あと実はこんな話が

あるんですということでお客様の代表の方ですとかいろいろな方に話を振って、自分の意見

だけで来ないようにと心がけてきました。 

 その中でやはり多かった意見というか、ほとんどがこれでしたね。東京都が太陽光発電の

設置を広めたいと考えているんだという話をしたら、要は、一般住宅につけてくれというこ

となのか、それとも都が自分たちの設備につけるよという宣言なのか。いや、それは補助金

を出すからみんなの家につけてほしいと都が言っているんだと思うよという話をしてきまし

た。そういった場合、今までの補助金というのは、もう考えている方で設置される余裕のあ

る方、そして既に設置をある程度考えていらっしゃる方が正直対象だったです。 

 ただ、私どもが販売をするときに一番難しいのは、そういう方々は２割、３割だと思いま

す。ほとんどの方が、まず太陽光発電のことを詳しく知らない、興味がない、むしろ敬遠し

ている。それは、いわゆる訪問販売というくくりで見られているというのもありますけれど

も、そういった方がたくさんいらっしゃいます。そういう方をいかにいわゆる興味づけをし

て設置まで持っていくかというところがプロジェクト、太陽光発電をつけて二酸化炭素を減

らすというところでは一番重要なのではないかと私どもは感じますし、逆にそこに重点を置

いて、今回提案をまとめさせていただきました。 

 掘り起こしという点で、私ども実はおととしぐらいまでは販売のメーンをコールセンター
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に頼ってきました。簡単に言うと、電話帳を片手に上から順にかけていく。興味があるとお

っしゃられた方に、ではお伺いしますという形で販売をしてきました。ただ、昨今、特商法

が厳しくなり、そういった方法はなかなか受け入れられないということで、最近私どもの販

売スタイルを変えまして、イベント、いわゆるショッピングモールですとか、地域の公共施

設ですとか、そういった場所を借りて、そこで展示をして、興味のある方に声をかけて、購

入を考えてみませんかという形をします。 

 その中で、まだ考えたことのない方、偶然道を通ったらイベントをやっていたという方々

にお声をかける機会もありまして、そういう方から、太陽光発電についてどう思っていらっ

しゃいますかというのをよくお伺いする機会をふやすようにしております。その中で言われ

ることは、今ここに赤い文字で３つ書かせていただきました。ほとんどこの３つが出てきま

す。 

 まず１つ、効果、本当に効果があるのかと言われるのが第一声です。次に、順番は違って

いますけれども、一番下ですね。工事、屋根につけて大丈夫かと言われます。最後、おたく

に任せて大丈夫かと言われます。当然のことだろうなと思うんです。ただ、きちんと私ども

がお話をしてご理解いただければ、この不安はなくなりますし、逆に、それであればこれは

いいものなんだね、つけてみようかというふうにお考えいただけるという自信が私どもには

あります。 

 もう結論をぱっぱと言ってしまうのですけれども、補助金で１つ、地元地域と密になって

というところで地元の工務店に限定をされることもあるのですけれども、補助金を出して、

悪徳業者にひっかかって高い値段で買わされたら仕方がないというところも正直きちんと見

るべきなんじゃないかということが１つ。 

 皆様はご存じでいらっしゃるか――ほとんどご存じだと思うんですけれども、実は太陽光

発電をつけた方々の太陽光発電所ネットワークというＮＰＯがございます。太陽光発電をつ

けた方々が自分たちの発電量ですとか、設置のときの苦労話ですとか、そういったのをホー

ムページ上で共有されて、新しくつける方々に情報提供を行っていこうということをされて

います。もちろん、うちで販売したお客様も結構参加されています。正直、かなり厳しい意

見でうちのことを言われていたりもします。もちろん、それを見つければ、うちの方は即行

って、どんなことがあったんですかという話をしてきます。そういったことを皆さん、これ

から購入される方は求めていらっしゃるのだと思います。 

 であれば、そういうところを逆に民間のそういった志のある方々の自主的な活動で済ませ
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てしまわずに、例えばそれの後押しをすることによって、いわゆるネットワークで情報が見

られる場を提供することによって、掘り起こし、興味のなかった人、先ほど言いました敬遠

している人ですとか、そういった方々を引っ張り上げるというのも施策の１つじゃないかな

と考えます。 

 私どもが考えたのが、これは仮称ですけれども、「東京太陽ネットワーク」というのをつ

くりました。どういったものかといいますと、つけた方々で自主的にされている情報を下さ

い、ぜひ公開させてくださいというのが１つ目。これが情報共有です。 

 次に、登録店制度をとってはいかがかな。別に登録店になるために、こんな条件があって、

こんなのがありますということを制限しろと申し上げているのではなくて、実は都内にはこ

ういった業者さんがあります、こういったメーカーさんがあります、こういった大工さんが

いますというふうな情報を集めて、それを気軽に手に入れられるような情報提供の場をつく

ってみてはどうかというところです。 

 その方法としましては、もちろんホームページという方法が一番イメージされるとは思う

のですけども、実際一戸建てをお持ちになっていらっしゃって、ある程度太陽光発電がつけ

られる広いお屋根をお持ちになっていらっしゃって、さらにここから２００万、３００万円

という設備をつけられる方、やはり高齢、いわゆる団塊の世代と言われる方かわからないで

すけれども、３０代、２０代の方では話は難しいです。そういう方は逆にホームページとは

何だということもなきにしもあらずです。そういったときにブース展示ですね。都内には公

民館から数えればかなりの公共施設があると思います。そういう場所でブースを開いて情報

を共有すれば、つけてみようかな、どういったものなのかなと興味を示される方もいらっし

ゃると思います。そういった方を踏まえて、これだけをしてくださいという話ではなくて、

さらに設置となったときに、じゃ、都で補助をしましょうと。 

 お客さんとしては安心できるお店で、きちんと事前につけた方々の情報を得られながら、

補助金という形で設置費用もある程度軽減できて設置ができる。そういった条件の整ったと

ころに住んでいるんだということをご存じになられれば、設置の可能性もふえるのではない

かと思います。 

 正直、自分でこういうふうに説明をしていてもお粗末だなとは思うんですけれども、私ど

もがお客様と実際に接してきて、今回、太陽光発電をふやしたい、カーボンマイナスだとい

うふうにお声をかけていただいて、私どもが提言できるということでまとめさせていただき

ました。ちょっと支離滅裂ではありますけれども、以上です。ご清聴、どうもありがとうご
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ざいました。 

○大野委員 寺井委員、どうもありがとうございました。実際に都民の現場と申しますか、

一番近いところでの声をご紹介いただき、大変参考になったと思います。 

 今の寺井委員のご提案に対して何かご質問等ございませんでしょうか。 

○末吉委員 簡単な質問が２点なんですけど、もしお教えいただけるなら、おつけになる方

は資金手当てをどういうぐあいに、自分のお金なんですか、それともローンとか、そういう

のはどうなさっているのか。 

 それから、先ほど購入者の年齢層をおっしゃっていたんですけども、若い層こそむしろ回

収期間が長いような気がするんですけども、その辺はどういうぐあいにお年とこれと関係す

るのでしょうか。 

○寺井委員 まず１つ目が、ローンか現金かという話ですね。うちのお客様の８割がローン

です。ローン会社さんの用意をしているソーラーローンという名前で、なるべく金利を低く

しましたというのをご提案して、それでご検討いただいています。 

 そこにもちょっと絡んでくるのですけれども、まずローンを大前提にお話をいたします。

正直、現金一括でぽんとお金を出すよという方に関しては、特に年代は関係ありません。そ

れこそ２０代から６０代までお持ちの方はお持ちですので、特に年代は関係ないと思います。

ただ、ローンを併用して設置される方は、要は頭金を気にされますし、例えば退職金ですと

か、ある程度貯金がたまったという意味で、これは本当に何のデータがあるわけでもござい

ません。当社の販売したお客さんの傾向として、ご年配の方が頭金という余裕が少しあるの

で購入まで一歩踏み込むことができやすい。頭金ゼロで例えば１５年、１０年ローンを組も

うとなるとやっぱりちゅうちょしますので、なかなか話が進まないということで年代がかか

わってくるという感じです。 

○大野委員 ほかにいかがですか。 

 それでは、ご質問があるとすればまた後でまとめてということで、２人目のご提案で、今

度はハウスメーカーの立場からになりますが、積水化学工業の塩委員からよろしくお願いし

たいと思います。 

○塩委員 積水化学の塩でございます。早速、私の説明をさせていただきます。 

 先ほどご紹介にありましたように、我々はプレハブ住宅メーカーでございまして、メーカ

ーの立場で太陽光をどうとらえるかという視点できょうはお話をさせていただきたいと思い

ます。 
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 若干、当社の宣伝ですけども、基本的に当社にかかわらず住宅メーカーでも環境のことは

避けて通れないというのがトレンドになっています。そういう意味で、太陽光に我々も注目

して活動を始めてきました。 

 もう１つ、私どもセキスイハイムというブランドで商品を展開していますけれども、特に

太陽光を採用したときの特徴的なところは、ユニットで工場の生産化率を上げる工法をとる

中で、機械化みたいな仕組みで太陽光をどう落とし込んで、逆に言いましたら、セールスプ

ロモーション的には他社と差別化していく中で太陽光をどうとらえたかという形で活動に取

り組んできました。 

 きょうの説明は、私どもがここ８年ぐらい活動してきた内容を主にご紹介します。別にそ

れは宣伝のためではなくて、その中で何を考えて、何を改善してきたかというポイントが今

回の補助金というよりもこのサポートシステムの根幹になるだろうということなので、そう

いう意味で紹介させていただくということとでご理解いただけたら結構かと思います。 

 早速、中身の説明をさせていただきます。 

 まず、戸建て住宅と太陽光ということです。「参考」と下に書いてありますけれども、こ

れはＮＥＦさんのデータです。補助金の導入件数で合計２５万件ありますけれども、しょせ

ん私ども住宅メーカーが主にやっている新築と言われるのは全体量でいえば２割です。８割

は既築で、従来ある家に後で太陽光をインストールされるのに対して、我々は２割か３割の

本当にマイナーな市場ですけれども、この部分で住宅メーカーとしてどうとらえたかという

お話をさせていただきます。かなり限定的な話だというふうにご理解いただいた方がいいと

思います。 

 これは契約ですけれども、こちらが弊社の太陽光の導入件数でございます。かなりセール

スプロモーション的に販促の経費も入れまして、９９年に5,０００件ということで、当時潤

沢な補助金がありましたけれども、そのときに一気に太陽光発電付き住宅ということで立ち

上げました。その後、市場としては漸増しているのですけれども、我々は補助金が減額にな

るに従いまして導入件数としてはがたっと１回落ちました。これは何かと申しますと、９９

年から２０００年の当時ですけれども、私どもがやっていましたのは太陽光発電付き住宅と

いうことで、太陽光が搭載されていることが付加価値だということでお客さんにメッセージ

を送っていました。とすると、やはり補助金額が小さくなってインセンティブがなくなると

こういう状態になるということなので、この２００２年以降はもう１回考えを切りかえ直し

ました。 
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 私どもは住宅メーカーでございますから、太陽光発電だけでなくて、太陽光発電を含めて

住宅全体のエネルギーをどうあるべきかという視点に切りかえることによって、また増加傾

向にすることができたということと、私どもの過去にお建ていただいたストックが４０万件

あります。そのストックに対しても同じような考え方を提案していくことによって、「既

築」と書いてありますけれども、弊社の過去にお建ていただいた方も賛同されてこれぐらい

の数ができたということでございますので、トータルなエネルギーの提案を住宅メーカーと

してやることが一番大きなことだったかなと今となっては思っております。 

 その内容が何だったんでしょうということがこちらのシートで書いてございます。基本的

には太陽光発電は新エネルギー、再生可能エネルギーですけれども、広義な意味で省エネル

ギー、エネルギーのセービングとクリーンということをどう考えるかというのを住宅視点で

とらえて私どもがやったことを１枚のシートにまとめると、こういう形になります。住宅全

体の省エネルギーをどう考えるかといったら、大きく３つの要素がございます。冷暖房と給

湯要素と家電・照明、調理等もこれに入るのですけれども、その他という形です。それぞれ

に対して省エネルギーの手を打っていきました。 

 まず、冷暖房に関しましては、何といっても私どもは住宅メーカーなので、高断熱、高機

密、断熱性能を上げることによって冷暖房の効きをよくすることと、省エネルギーの機器を

セットで組み合わせて導入することによって冷暖房の省エネを図る。２つ目の給湯に関しま

しては、私どもはメーンを電気でやっておりますけども、エコキュートという新しい高効率

なヒートポンプの給湯器が出ましたので、そういったものを積極的に導入していく。あとは

照明関係の蛍光灯とか、その辺も一部やっています。ここは後ほど詳しく説明します。 

 こういった省エネルギーを徹底してやることと、あとは再生可能エネルギー、さらにはユ

ーザーを巻き込んで全体的な流れの中でとらえていくことが重要であろうということで、こ

ういうような取り組みをしました。 

 それの量的な効果とか量的な見通しみたいなものをあらわしたのが次の６ページの表でご

ざいます。一般的な住宅ですけども、この場合、光熱費として年間２２～２３万円、電気代

とガス代で消費しているのですけれども、エネルギー的にいったら約５３ギガジュール。こ

れを今世の中に存在する省エネルギーの技術を全部入れたとして果たしてどこまでリミット

で削減できるだろうかと考えて、私どもで試算したデータです。省エネルギーで約２０ギガ

ジュールで、技術的には約４割削減できます。技術的には約４割ですけれども、私どもが考

えましたのは、この４割を、省エネルギーで４割も削減できたととらえるか、省エネルギー
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では最大４割にしかならなかったととらえるかというのは大きなポイントだったと思います。

私どもは後者の立場で、４割しか省エネルギーでは限界だということなので、さらにこの上

を目指すために、省エネルギーの技術と新エネルギーの技術を組み合わせていこうと考えて、

それはエネルギー的には一緒ですけれども、エネルギーのグリーン化、クリーン化をやりま

した。 

 ここが住宅メーカーにとって大きなポイントだったと思います。機器メーカーさんにとっ

ては機器と機器は対立関係にあるわけです。ですから、省エネルギーの機器と新エネルギー

の機器と比較してしまうんですね。どっちがコストパフォーマンスが高いだろうと。そうい

う考えはナンセンスで、トータルで住宅の中でインテグレートして組み合わせしていくんだ

というのが我々住宅メーカーの考えたことですし、住宅メーカーだから成立したかなとも思

っています。 

 そういった商品を基本的にお客さんのユーザーのところに取り入れるために、私ども省エ

ネルギー型の商品を光熱費ゼロ住宅ということで、あえて光熱費ゼロという経済性の論理を

持ち出して、省エネルギーの技術と創エネルギーの技術と、あと個別のシミュレーションの

技術とかをトータルしてこういう商品化をしてきました。一番大きなポイントだったのはエ

コロジーはエコノミーということで、ユーザーの経済性論理のところに我々のメッセージを

伝えることが一番大きなポイントだったかなと思っています。 

 あと、効果ですけれども、これも経済的なポテンシャルと、エネルギー・イコールＣＯ２

排出量なので、そういうポテンシャルの両方をシミュレーションで出しています。経済的な

効果でいったら、断熱性能を上げていくことによって若干エネルギーが下がる。それから、

高効率な機器を持っていくことによって実際４割まで下がる。それに太陽光を加えることに

よって、お客様にとっては光熱費ゼロ。経済の論理で十分に光熱費の削減という魅力度を出

すとともに、エネルギー的にＣＯ２排出量も十分削減できますよというトータルな提案とポ

テンシャルの説明が非常にうまくいったというか、機能していったかなと。ここのエコロジ

ーはエコノミーというポイントが普及拡大のための一番の大きなポイントだったと思ってい

ます。 

 これはあくまで絵に描いたシミュレーションの話ですけど、じゃ、実際弊社でやっていっ

たときにどうだったかということで、個々のメニューの採用率の上昇傾向を書いてございま

す。０５年もそうなんですけど、戸建て住宅を弊社が販売したうちの約５割まで太陽光を、

２件に１件ぐらいまで搭載することができました。ちなみに、プレハブ建築協会、プレ協と
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言われるプレハブの集まりの中で０５年度は１３％というデータなので、それに比べて５

０％なのでそこそこ、こういった提案をしていくことが拡大にはつながるだろうと思ってお

ります。 

 それは太陽光だけでなくて、ほかの省エネルギー系のメニューも同時に採用率が上がって

きますので、トータルで提案していくことが総合的に非常に大きな意味を持つのではないか

と思っています。 

 あと、ＣＯ２の排出量ですけども、これはそれぞれのメニューの採用率と棟数を掛けてい

って、年間でポテンシャルとしてどれぐらいあるかということと、これを弊社の販売する戸

建て住宅で割りましたら、太陽光がついていようがついていまいが、全部の平均で割りまし

たら大体1.２トン。一般住宅は４トンのＣＯ２排出量がありますので、それの３割がカット

できたということなので、エコロジーはエコノミーの後からついてくるのですけど、結果と

してはオーライになっているし、ＣＯ２を削減できるということなので、総合的な提案を住

宅メーカーとしてはぜひ提案していきたいというのが１点です。 

 もう１つ、２つ目のポイントですけども、お客様をどう巻き込むというか、お客様、ユー

ザーの意識とかそういうことをどうとらえていくかということが、最近やり始めたところで

すけども、２つ目の大きなポイントだと思っています。左側のグラフですけれども、こちら

は弊社で太陽光発電付き住宅に建てられて１年以上お住みの方に、具体的に意識が変わった

かどうかというアンケートをとった結果です。やはり６割の方が太陽光発電のついた住宅に

住むことによって、省エネルギーとかをより意識するようになったし、行動するようになっ

たと。なおかつ、弊社に対する注文として、省エネルギーのやり方みたいなことをノウハウ

としてもっとやりやすくする提案とか、そういうものを教えてほしいというお客様の声がい

っぱいありました。こちらはお客様の要求、ニーズでございます。 

 もう１つ重要なのがユーザーに期待することということで、さっき４割エネルギーが省エ

ネでカットできるということがありました。これは経済的な金額で書いていますけど、一般

的な住宅に対して省エネルギー型の住宅をやっていきましたら、冷暖房とかいう装置、もし

くは給湯器という設備の装置を私どもが住宅とセットで導入していますので、ここの部分は

機械で確実に下がるんです。下がった結果、何が残っているかといったら、家電、照明です。

この部分が全体のエネルギー消費の６割ぐらいを占めていることになります。この部分はま

さしくお客様の意思なんです。我々が冷蔵庫を供給するわけでもない。お客様が家電製品を

家電の量販店とかから買ってきて、省エネ型か、そうじゃないものか、どんなものを買うか
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というのも一切わからないわけですけども、この部分に関してはユーザーに啓蒙していくこ

とが一番大事だと思います。 

 この場合、太陽光をつけられたお客さんはもともと関心が高いですから、一般的な啓蒙で

なくて、もう一歩二歩踏み込んだ提案をしても十分聞いてくれます。勉強しよう、学習しよ

うという意思があるお客さんでございますので、そういうところにアプローチしていくのが

より大きな効果が出るだろうと思っておりますし、そういう活動をやってきました。 

 それが今私どもがやっていますようにウエブです。弊社のウエブサイトで、具体的に省エ

ネルギーの活動をどうやっていくかとか、実際お住まいのお客様がどんなふうに生活をして

いられるかという情報をお客様に開示しまして、これを見習ってお客さんもやってください

ということでもありますし、具体的な個別のお客さんに対して個別コンサルティングみたい

なことも実際始めるようなことをしています。 

 ですから、こういうような活動でもってお客様をどう巻き込んでいくかみたいなことと、

お客様による省エネルギーの成果も含めて評価してあげることが、よりＣＯ２の削減につな

がっていくだろうということが私どもが学習させていただいた大きなポイントでございまし

た。 

 ということで、以上２点を説明させていただいた上で、どういう提案があるかというまと

めをさせていただいたのが最後のページでございます。 

 戸建て住宅用を前提に考えていますけれども、基本的にはやはり個別のお客様がご自身で

資金を負担されて買うわけなので、お客様に対してユーザーのインセンティブを与えるとい

うか、インセンティブを出すというよりも、どう考えてもこれしかないだろうというふうに

思っています。ただ、単純に今までのように機械にインセンティブを出したのであれば、そ

こでとまってしまいますので、そうでなくて、それをどれだけまで広げていくか、同じ補助

を出すにも最大限の効果を出すためにという形で、こういうような提案を２つほどさせてい

ただきたいと思います。 

 基本的には金額で助成するか、例えば固定資産税とか都民税とか減税をするか、もしくは

お客様の排出権を買い上げるかみたいなことが考えられると思います。その中でもうちょっ

と価値観を広げようと思ったら、単純に金額を補てんするのではなくて、税金のかわりにグ

リーン納税ということでＣＯ２の排出枠を金額換算して、それをグリーンで納税することに

よって、差し引き金額としては一緒ですけれども、こういうことで意識の広がりみたいなこ

とを啓蒙していけば、よりこれがどんどん拡大していけばいいんじゃないかということを１
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点出させていただきました。だから、方法論をやることによって、太陽光単体でなくて、さ

らには住宅全体、さらにはユーザーの省エネ意識、生活まで広げていく可能性があるという

のが１つのポイントです。 

 もう１つ、戸建て住宅メーカーの立場で言わせていただきました対象の拡大ということで、

基本的に全国ではこれだけでいいんだと思うんですけども、東京都さんは戸建て住宅の比率

が非常に低いです。基本的には集合住宅とか、どちらかというと太陽光が取りつけにくい集

合系の建物がいっぱいあります。とはいうものの、都民の方全体に広げていこうと思ったら、

そういうところにも太陽光をどう広げていくかということになりましたら、当然屋根の上に

どんどんつけていくという話もあるのですけど、そういった排出権の枠みたいなやりとりで

あれば、集合住宅でも枠の買い取りが緑化基準の緩和、枠とグリーンのバーター取引みたい

なことをやることによって、より太陽光に広げていく。いわゆる集合系とか、そういったこ

とへの広がりと個人への広がり、その２点を、同じインセンティブを与えるにしても、こう

いうようなやり方をいろいろ拡大していくことによって、戸建て住宅以外にも拡大して施策

が広がっていくんじゃないかなということを提案させていただきまして、私の説明を終わら

せていただきます。 

○大野委員 塩委員、大変ありがとうございました。 

 今の塩委員のご説明につきましてご質問等ございましたら、どうぞ。 

○本多委員代理 １点、意地悪な質問なんですけども、エコロジーはエコノミーというキャ

ッチフレーズがあるんです。省エネそのものは、もし経済性だけを問うなら、経済性が成り

立つなら、例えば環境問題があろうと、エネルギー問題があろうとなかろうと、ハウスメー

カーさんとしては当然やっていた話ですよね、多分。経済的に何かと比較してこっちの方が

得ですよということが成り立てば。そうではなしに、例えば省エネにしても新エネにしても、

ある部分で経済性が成り立たないんだけど、この部分はお客さんの価値観であるとか、一時

期は補助金という形の補てんがあったんですが、そういう部分までかなり踏み込んだ販売を

やられているのかどうなのか。それとも経済性が成り立つものに限って、省エネ、新エネに

取り組まれているのか。それはどっちなんでしょう。かなり無理をしながらいろいろなこと

を工夫していると。 

○塩委員 かなり無理しています。かなり無理しているのと、このグラフ（８ページ）でい

きましたら、これが一番端的ですけど、基本的にはオール電化のここまででとめておく。初

期コストがオール電化だけだと多分コストアップ、３０～４０万でこれだけの効果があるの
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で、経済論理でいったらここが一番なんですけど、買われるお客さんはやっぱり環境という

ものがあります。我々はここの太陽光だけではなかなか経済が成立しないのをオール電化と

セットで抱き合わすことによって全体でどうだということで、経済論理を太陽光から家全体

で考えましょうと。ここに営業のテクニックが入っていると思うんですけど、そういう形で

戸建て住宅としては成立します。ただ、既築ではここだけになりますので、なかなか経済論

理が成立しないというのが新築を販売しているのと既築の大きな差、ポイントだと思ってい

ます。 

○飯田委員 細かい点はまた後でディスカッションのときにしますが、１点だけ確認は、４

ページ目の０５年が落ちていますよね。これは政府の補助金がちょうど最後の打ち切りの年、

かつ、あそこは予算が最後は相当少なかったと思うんですけど、それが影響しているんでし

ょうか。 

○塩委員 ０５年に関しましては弊社の住宅の分母が落ちているので、後ろの表の採用率で

はほとんど変わっていません。太陽光じゃないです。弊社の住宅自体の数が落ちたというふ

うにご理解ください。 

○本多委員代理 ０５年は補助金をもらっていないものを、ＮＥＦの統計だと補助金がある

ものだけをカウントしているんじゃないですか。 

○塩委員 そうです。 

○本多委員代理 プラス上に乗っかるんじゃないですかね。 

○塩委員 今おっしゃられたのは私どもの上の話ですね。ここです。私どものここが落ちた

んです。下は、補助金が途中で切れていますので、実際には６万7,０００件、この辺までい

っていたと思います。 

○影山委員 コスト的なものをお聞きしても答えられるかどうか。既築と新築ではどのくら

いコストが……。それから、先ほどオール電化では３０万円ぐらいアップとか言っておられ

ましたけども、太陽光をつけるとさらにどのくらいアップになるのか。もし答えられるので

あれば出していただけるとありがたいです。 

○塩委員 議事録に残していただきたくないんですけど、答えとしましては、基本的には私

どもは住宅メーカーなんですね。販売したいのは住宅なんです。住宅を販売するというのが

ビジネスモデルであって、それをいかにして付加価値づけするかということで太陽光を想定

していますので、太陽光部分に関する利益の考え方とかそういうものは違いますので、それ

は明らかに弊社の場合、既築に比べて安く販売していますけども、それは別にそういう住宅
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メーカーだからという立場になっておりますので、直接比較するというのは今のところなか

なか難しいと思います。 

 あと、工事のついでに行きますから、もともと住宅を工事するために行っていますので、

電気屋さんもわざわざその日当ではなくて、住宅を建てるための日当のついでに太陽光をつ

けるということなので、その辺が全体最適でどんどん割安になっていくわけです。そのあた

りのコストと両方あるというふうにご理解いただいています。 

○大野委員 いかがでしょうか。日本では太陽光発電の普及がなかなか進まない中で、積水

さんのモデルは非常に注目に値するものだと思います。どうもありがとうございました。 

 それでは、３人目のご提案としてシャープ株式会社の宗吉委員からよろしくお願いしたい

と思います。 

○宗吉委員 シャープ株式会社の宗吉でございます。私の方は産業用という担当をしており

ますので、公共産業用から見た普及形態、現在の市場環境と普及形態という形でお話をさせ

ていただきたいと思います。 

 まず、皆さんよくご存じだと思いますけども、温暖化ガスの削減取り組み状況をもう一度

見てみたいと思います。それに対しまして今大変な状況になっておりまして、取り組み強化

がいろいろ行われております。ここに大きなギャップがあります。そのギャップの中から見

えてくる普及形態というのが我々で考察ができます。この普及形態に対して我々はいかなる

手を打つべきか。こういうところがこれからの課題になろうと考えております。そして、

我々なりに今考えております日本に求められること、これを最後にお話をしていきたいと思

います。 

 まず、温暖化ガス削減取り組み状況、これは皆さんご存じのとおりなので簡単にご説明し

ますと、8.１％オーバーしまして、0.６％の目標、そしてさらにマイナス６％。足しますと

１4.１％の取り組み強化を我々は図っていかなくてはいけない、こういう環境にあることだ

けは認識いただきたいと思います。 

 次に、９０年を１００％にした状態で現在の状況はどうなっているかといいますと、やは

り民生業務部門、住宅とこういう事務所ビル等のオフィス、こういうものが１４０％の伸び

を出してきておる。そして、産業部門が９０年度比に対して数％減ってきておると。ただ、

ここが大きな問題が現在あるということですね。その辺をお話ししたいと思います。 

 これはカーボンから見た社会情勢分析ともいいますか、その辺を我々で考察してみました。

まず、景気を見ていただきますと、１９９０年度にいわゆるバブルがはじけているんです。
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谷があったり、山があったり、こういうふうな経緯で今まで来ているんです。決して景気は

あまり芳しい状況ではなかったということがわかると思うんです。産業界のカーボンが減っ

てきておるという状況は、景気に割と似た傾向を示しながら今に来ておると。したがって、

数％減るのは当たり前じゃないかという考え方ができるわけですね。この辺は既に産業界は

十分認知しておりまして、強力な対策をこれから練ろうとしております。これは後から普及

形態でお話をしたいと思います。 

 ただ、問題は、景気に左右されずに、運輸部門とか民生部門とか、いわゆる業務部門は伸

びているんですね。これは何をあらわしているかといいますと、１つは、ライフスタイルが

どんどん高度化してきておる。例えば車の保有台数がどんどんふえてきておるとか、あとは

核家族化による生活がどんどん、世帯数がふえてきている。こういうところは景気に関係な

く微々たる上伸傾向を示しておる。これは大きな考察を入れるべきだと思うんですね。だか

ら、こういうところに対していかなる手を打っていくのか。 

 例を言いますと、運輸部門につきましては、保有台数がどんどんふえていって、あとは運

輸関係のシステム的な効率的な運送方法、こういうふうな大変な努力がなされて、現在ある

程度横ばい状況というところがございます。それともう１つ大きな問題は、産業という部分

の圧倒的な量です。やっぱりここに大きなメスを入れないとなかなか日本国の目標は達成で

きない、こういうことが言えると思います。 

 削減の取り組み強化、これも既に法律で決められていることですから、一応こんなものが

あるよぐらいでお聞き願えればと思います。 

 まず、経団連が環境自主行動計画の強化を発表しております。これは先ほどの産業界が減

りましたよという言い方ではなくて、これから景気が回復するであろうことを予測しますと、

どんどん大きな伸びを示してくるだろうと。我々シャープのお話をしますと、原単位は減ら

してきているんです。ただ、ＣＯ２の総量がどんどんふえてきておるんです。原単位で減ら

したからオーケーだということは、全世界グローバルな考え方でいくと全く通用しませんね。

総量を減らすためにはいかなることをやればいいかということが課題になると思います。 

 その中で経団連は、削減目標が既にあったんですけれども、それに対してさらに強化する

パーセンテージを目標として出してきております。それともう１つは、今までゼロでありま

した日本チェーンストア協会、フランチャイズ協会、日本百貨店協会、こういうところに新

たな目標値を設定した。ということは、ここに新たな普及形態がやっぱり出てくるわけです。

こういうところに我々はどういう対策を出したらいいのか、こういう課題が出てまいります。 
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 ＲＰＳの見直しが1.３５％から1.６３％に見直しをされる。これも皆さんご存じのことな

ので、割愛をさせていただきます。 

 それと、ＲＰＳ法につきましては、需要の創出により大幅な価格低減、普及拡大が太陽光

については認められるだろう。したがって、太陽光を導入してくれた場合はＲＰＳの相当量

を他の相当量の２倍としてみなしますと、こういうことがどうも取り決めされるようでござ

います。ただ、海外においては当たり前のことなんですよね。日本で初めて導入をされたと

いうことでございまして、アメリカなどでは２倍以上のところがございます。 

 あとは法律の改正ということで、地球温暖化対策推進法、これは東京都様の当初のお話も

ございました。報告義務が出ましたということですね。総量に対して報告をしなくてはいけ

ない。ということは、どんどんふやすばかりしていれば当然チェックがかかってくるという

環境がございます。 

 あと、改正省エネ法で、いわゆる１％以上のエネルギー消費の削減義務がございます。こ

れは、産業界にとっては搾り切った状態でさらに搾れと言われていることですから、省エネ

ルギーじゃなくて新エネルギーの導入しかもう方法がないところに追い込まれているという

ことなんです。この辺が今の環境と言えます。 

 この辺から見えてくる普及形態、これはあくまで私どもが考えた普及形態でございますの

で、若干異論はあろうかと思いますけども、シャープの考え方ということで解釈いただけれ

ば幸いでございます。 

 まず、水平展開、継続導入がなされるでしょうということです。省エネの一巡、とにかく

省エネはやり尽くしているというところで、さらなる削減は新エネしかないというところで

すね。実績を求めた大型システムの導入が拡大されるでしょうと。以前、産業界は、前面に

１０キロワットぐらいのシステムをつけてください、お客さんに見えるようにと。実態は全

く違うので、前の方にちょっと見せるだけつけましょうというお話が、現在１００キロ、２

００キロ、ＣＯ２の本当の削減を求めた設置がなされるようになりました。あとはチェーン

ストア等の水平展開が出てまいりました。今まで全くなかったですね。話として検討はする

けども、なかなか導入はされなかった。具体的な導入例として全国規模で検討されるように

なってきたということです。 

 あと、本社から関連会社への助成が出ていますね。ＣＯ２の削減をトン当たり幾らの補助

金を出しますからやってくださいというところが本社から関係会社へ出ています。これは実

際に我々は確認をしております。例えば１トン6,０００円出すからＣＯ２の削減手法につい
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て提案をしてきなさい、その資金については出させてもらいます、こういうような動きが出

ています。 

 それと新築物件、都心というふうに書いておりますけども、先ほど業務部門の普及がなか

なか進まないということがありました。これは都市型という普及形態になると思います。緑

地化というのは、既に検討されておりますけども、都市に入れるためにどういう手法がある

のかということなんです。その１つは、建材型という、ガラスとハイブリッドするとか、こ

ういうふうな手法で都市に入れていく。こういうものに対して１つの優遇的な措置をやって

やる必要があるんじゃないかと思います。例えば新エネを２０％導入すれば容積率のアップ

をしますとか、こういうふうな１つの手法をもって都市に入れていかないとなかなか普及し

ていかないと思っております。 

 あと集合住宅、先ほどの民生部分に対して住宅はそれなりの普及をやってきておりますけ

ども、この集合住宅というのは全く手つかずでございます。先ほど積水さんのお話等にござ

いましたけども、やはり共用部に供給するとか、屋根全体をこういうふうにやって配線で各

戸に分配をしていくとか、こういうふうな新たなビジネスモデルをもって普及拡大をしてい

く必要があるかなと思っています。 

 それとグリーン調達の強化、これは先ほどの産業界の考え方ですが、グリーン調達の強化

をさらにやっていかないとグローバルな競争はできないという環境になってきております。

その中で１つの考え方は、開発途上国が現在京都議定書には批准しておりませんので、ここ

のＣＯ２削減というのは大変大きな課題なんですね。例えば中国企業から我々はたくさん物

を買うという１つの形があります。シャープがこれでグリーン調達を強化することによって

開発途上国からの仕入れについてもこういうふうな導入促進を促すような策、こういう広が

りがあるということで考えられますので、産業界のグリーン調達の強化というのは開発途上

国をも含めた普及拡大に大きな貢献があると思います。これは日本企業にとって非常に重要

なことで、グリーン調達の強化、こういうところを挙げております。 

 東京都様のご発表にございました排出権取引、これは今、環境省が自主参加型の排出権取

引をやってきております。当然ながら日本でＣＯ２を１トン削減しようとすれば相当なお金

がかかりますよね。ヨーロッパで削減するレベルと日本で削減するレベル、そしてまたこの

東京の都心で削減するレベル、トン当たりの単価が全然違うと思うんです。こういうところ

の単価をどうやってクリアするか。この世の中の世界的にグローバルにトン単価が平準化さ

れれば排出権取引というのはグローバルに展開できると思います。日本で１トンつくったも
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のをヨーロッパ市場で売ってしまえば、何の価値もないんですよね。だから、こういうふう

なところをもう少し、例えば東京都様の地域を限定してこのエリアでの排出権取引とか、何

かそういうところで発展をしていかないとなかなか難しい部分があるかなと感じております。 

 これは海外は当然やっているということでございます。 

 あともう１つは、やっぱり屋上に全部設置していく、屋根に設置していくことだけではな

くて、いろいろ遊休土地の活用を考えるならば、このように大規模なものを計画して、これ

を例えばグリーン電力として販売するとか、お台場に出てこられる方についてはグリーン電

力の何％、新エネの何％とノルマがかかっておるならば、ビルだけでは対応できない。それ

であれば、ここの部分を切り売りしますとか、こういうふうな普及形態もこれから出てくる

と思います。実際、太陽光を導入しようという方は昨年度９００件ございました。これは補

助金の枠の関係で調べましたら、９００件のお客様は太陽光は採算に合わないというのをよ

くご存じなんです。キロワットアワー５０円ぐらいかかってしまうんですね。それでも９０

０件の方が導入をされているということなんです。 

 ということは、グリーン価値としてキロワットアワー６０円というのが産業界である程度

認知され始めたと。ヨーロッパではフィード・イン・タリフ（Feed In Tariff）で６０円で

買ってくれるのかもしれません。日本では我慢に我慢をして産業界がキロワットアワー５０

円、６０円というのを認め始めたと、こういうところがあるんですね。これはさすが日本の

政治だというふうに逆に今思っているんです。フィード・イン・タリフであれば、タリフが

なくなったら恐らくそこですとんと落ちてしまうのだけども、日本の場合はだんだん粘り強

く醸成されてきておる。こういうところは少し違うのかなと最近感じております。 

 あと、ＣＤＭの排出権取引、これは当然このところに書かせてもらったとおりの動きにな

っております。割愛させてもらいます。 

 そして、先ほどお話を一部させてもらいましたけど、官から民へという動きになっていま

す。先ほど９００件という言い方をしましたけども、その件数の割合が最近８０％ぐらい民

間が導入され始めたということです。数年前までは官主導型の動きだったんです。官が一生

懸命入れてくれたんだけど、民間はなかなか導入しなかった。ただ、最近は９００件のうち

８割ぐらいは民間が導入し始めたと。採算が合わないものを民間が導入し始めたんです。と

いうことは、先ほどのグリーン価値が認められ始めたと、こういうふうな証明になると思い

ます。 

 先ほど言いましたグリーン価値、普及を演出するグリーン価値、単なる消費電力の削減だ
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けではなくて、環境貢献のＰＲ価値が出てまいります。当然ＣＯ２の削減価値も出ますけれ

ども、グリーン電力の価値がやはりどんどんこれから大きくなっていって、自然な普及形態

が醸成されてくる、こういう形になると思います。 

 海外の動きは、この前ご説明があったと思うので、参考のために資料としてまた見てくだ

さい。これは各国のフィード・イン・タリフの単価等を入れております。あとは、ＥＵが大

体見込みとしてこんな程度になるだろうと。ＥＵ１５カ国で大体目標は達成しますよ、日本

については8.１％増加していますよという比較をやらせていただきました。 

 最後に、日本に求められることで、これもあくまでシャープの考え方でございます。まず、

我々は環境対策資金の国内投下によって醸成される環境スパイラルという考え方で今おりま

す。当然そのためには制度の強化、整備、政府としての目標値の設定、自治体、民間へのブ

レークダウン、進捗のチェック、こういうものをベースとして、先ほど言いました環境価値

を上げていかなくてはいけない。企業のＣＳＲとしての必須事項、取り組みの割合がブラン

ド力を左右、こういうふうなところの価値を上げていく。そうすると、普及基盤の強化がで

きます。環境会計の定着、グリーン購入制度の定着ができます。そして、最終は産業として

育成していかないと普及はなかなか難しいということです。 

 だから、我々、環境スパイラルという言い方をしておりますけども、これをぐるぐる回し

て最後に地球環境保全基盤の確立を行っていく。このベースになるのは産業としてこれが育

成されないとだめだ。ＣＤＭで買いに行くと、いとも簡単にＣＤＭでもらえるかもしれませ

ん、買い取ることができるかもしれない。それじゃ買ったらもうおしまいなんですよね。や

はり産業としてこれを育成していけば、強い普及形態が醸成されるのではなかろうかと思っ

ております。 

 以上、簡単でございますけれども、ご説明を終わらせていただきます。 

○大野委員 宗吉委員、どうもありがとうございました。今までこの会議では主に住宅用の

ことが多く議論されたのですけども、きょうは産業用まで視野を広げていただきまして、か

つ、政策提案についても非常に示唆に富んだご提案だったと思います。 

 何かご質問がこの段階であればいかがでしょうか。 

 それでは、最後にまとめてまたご議論ということにしたいと思います。 

 またきょうも密度の高いご提案が続いておりますけれども、最後のご提案ということで京

セラ株式会社から本多委員代理によろしくお願いしたいと思います。 

○本多委員代理 本多から説明させていただきます。きょうは、資料にはページがたくさん
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ございますけども、内容的に言いたいことは１点か２点なものですから、そんなに物量はな

いと思います。本来なら穂岐山が委員ですけれども、実は今回も私が代理で出させていただ

いたのは、私自身が太陽電池の工業界的な団体である太陽光発電協会（ＪＰＥＡ）というと

ころでかなり長い間、制度検討部会の部会長をやっておりまして、いろいろな新しい制度を

団体の中で検討した結果を一部持ち込みたいと思いまして、きょうはあえて私がまた再び代

理で出てまいりました。 

 早速ですけども、これはよく皆さんどこかでごらんになる図です。太陽エネルギーが膨大

であるということと、左の隅に書いておりますけれども、化石燃料はかなり限られています

と。升目の大きさは何をあらわしているかというと、人間、人類が１年に使うエネルギーの

大きさをこれだけとしますと、ある特定のものに頼って使ってしまうとこれぐらいの大きさ、

体積的にこれぐらいの倍数しかないというものです。今の比率ではなしに、それぞれを、石

油なら石油ばかり使うと大きさ的にはこれぐらいしかありませんというようなことです。諸

説あるのですけども、油の生産量はピークを迎えてしまいますというのと、将来的には太陽

エネルギーですよと。まずエネルギーの図を先に出させてもらいました。 

 その次が温室効果ガス、ＣＯ２のグラフを、これは電中研さんが書いたものを出しており

ますけれども、これで何を言いたいかというと、二酸化炭素の削減だけを目標にした新エネ

ルギーの導入は、費用対効果の点で絶対入らないと言っても過言ではない。つまり、さっき

積水さんに意地悪な質問をしたのですけども、実はＣＯ２の削減だけを目標にして太陽光発

電を導入するというのは費用対効果の点でものすごく劣ります。それはもうここで見たらわ

かるように、ＣＯ２の削減は何を対象にして削減なのかというと、既存の太陽電池は電気で

すから電力と、ある年の系統平均ですけれども、一番右に書いております。これの差額分だ

けが削減になるわけです。ですから、それを先ほどのシャープさんのお話にありましたよう

な例えば１トン2,０００円とか、高くて6,０００円とか、そういう価値で換算してしまうと、

太陽電池の現在の価格は相当厳しいものがあるということで、エネルギーの表を先に出させ

てもらったのは、エネルギーと環境というのは表裏一体の関係で我々は抱えているんだ。つ

まり、エネルギーの枯渇の問題と地球環境の問題というのはもう同一と考えてもいいという

ぐらいで、エネルギーの表を先に出させてもらいました。 

 これは、皆さん少しはコマーシャルするだろうと思って１ページだけ入れたんですけれど

も、私ども太陽電池はもう３０年以上事業としてやっております。 

 これももうよくご存じの絵ですけれども、左側は、太陽電池が日本はナンバーワンになっ
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た、ナンバーワンになったと言っています。我々も使わせてもらっているんです。ところが、

先ほどシャープさんのお話にありましたように、メーンはやっぱり海外、特にヨーロッパの

フィード・イン・タリフという制度に支えられながら、輸出を相当量伸ばしていきながら、

何とかバランスを維持してきたということで、危機感とは一体何かというと、新エネルギー、

事、太陽光発電に関しては経済原理だけでは導入されない、されるだけの実力をまだ持って

いないということです。それを産業の自立、自立とか言いながらも、実はお釈迦様の手の内

といいますか、ある大きな制度の中で我々は物をつくって売っている。その制度が崩れたら

もう何もなくなってしまう、マーケットそのものは急激に小さくなるという意味で、今のう

ちに何らかの手を打たないと我々産業自身は、制度があるうちはいいんですけども、非常に

危うい産業であるということをこのグラフで申し上げたいと思います。 

 もう１つは、これも我々メーカーの責任でもあるのですけども、世界ナンバーワン、世界

ナンバーワン、ドイツと比べてどうかという話がよくあるのです。私は、エネルギーと環境

というのは、国際比較も重要ですけども、日本がどうあるべきかということを最優先に、日

本で必要ないという決断をすればそれでも構わない。そうではなしに、この前もお話しした

ように、尊敬される国になるためには日本はどうあるべきだというものが先にあって初めて

議論がなされると思います。ドイツに負けたからどうこうということはあまり問題ではない

というふうに私は思います。日本がどうすべきかということだと思います。 

 これは、先ほど塩委員の方にありました住宅用です。住宅用の数字をここへ出させてもら

ったのは何かといいますと、私自身も最初は大型発電所に太陽光発電をぼんぼんつければい

いと思っていたんです。実際に９２年から大型が始まり、９４年から住宅が始まりまして、

物量的に住宅は小さいんですけれども、数があるものですから、量的なものを確保するため

にはやっぱり住宅という分野は外せない。どこかのところに１メガワット入れたとしても、

大きな発電所をつくったとしても、それはそれで大変目玉的なシンボル的な意味はあるので

すけども、やはり量という点では一般住宅が欠かせないと思います。 

 ここからがメーンですけれども、このページだけは説明させてもらいます。タイトルが

「太陽光発電の急速普及は差額補填の原資と担い手次第」ということで、ものすごく単純に

話を突き詰めてしまえば、太陽光発電というのはやはり電力会社の電気に比べてまだ高い。

その差額分をどうやって、だれが負担するかということに尽きる。その負担額については、

太陽光発電自身の設備そのものも下がっていき、もしくはいろいろな状況から差額の間が縮

まっていくんですが、いずれにしても差額はあるんです。小さくなっていくのですけども、
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いずれにしてもあるというのが一番上のこの表です。 

 現在の太陽光発電の設備単価が約６５万円、発電単価が約４２円です。条件は下に書いて

あります。それから、設備単価が３６万円ぐらいになると、発電単価は２３円ぐらいになり

ます。２０年という長い経済計算ですけども、これでやっと低圧の電力と同じ価格なんです。

さらに、このグリーンのところですけども、設備単価が１９万円ぐらいになると発電単価が

１２円ぐらいになります。これは高圧の電気代とほぼ一緒という形になります。つまり、こ

れは太陽光発電の設備単価と電気代の関係をあらわしているのですけれども、ここで何を言

いたいかといいますと、どれだけ差額の原資が要るんだということを言いたいんです。 

 例えば現在の設備単価が３６万円になりました。確かに電気代２３円で大体電力会社から

買っているものと等しくなるのですけども、実際には住宅用というのは約半分が自家消費、

半分ぐらいが電力会社さんに余剰電力として買ってもらっていただいている。余剰電力が、

ずっとその単価が維持されることを望むのですけれども、もし何かがあって下がったとする

と、実は設備単価はイーブンでなくなるわけです。つまり、目標値はどんどん遠くへ行って

しまうということです。 

 ここからかなり大胆な発想ですけども、例えば電力会社の低圧が自由化されました。これ

は仮の話です。そうすると、２８万円ぐらいで設備をつくりますと１８円ぐらいの電気にな

ります。これに託送料５円ぐらいを加えると２３円ぐらい。つまり、一般住宅に発電所を設

置して、５円を電力会社さんに払って売っても、２３円で隣の家は買うという状況になるわ

けです。ここはかなり仮定が入ります。じゃ、太陽光発電が完全に自立する価格は一体何か

というと、実はここに書いてあるキロワット２０万円を切らないとだめだということです。

つまり、産業用についてはほとんど１００％が自家消費です。電力会社さんに余剰電力を買

ってもらって経済性が成り立っているということはありませんので、１００％自家消費しま

すので、それは１９万円になると１２円ぐらいの電気代が実現できればです。企業としては、

太陽光を入れようと、電力会社から電気を買おうと、どっちでも同じということになるわけ

です。 

 さらに進みますと、むちゃくちゃハードルが高いんですが、１１万円ぐらいでつくれます

と、これは発電所と同じぐらいの単価が実現できます。そうすると、太陽光発電設備の値段

が下がっていきますと、どこかの段階で電力会社さんがこれをどう扱うかというポイントが

必ず出てくるように思います。現在の系統の中にうまく組み込んで使えば得をするなと、そ

れぐらい魅力ある価格ができないとまずいんですけども、そういう時代が来るというふうに
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思います。 

 ただし、申し上げましたように、差額というのは常に発生する。絶対もうかるということ

になれば、電力会社さんがその設備を買い取って運用した方がいいわけです。つまり、いつ

までたっても差額はわずかながらも残っていく。その差額補てんをどうするかというのがこ

この下に書いてある表の一覧です。 

 電気料金に上乗せするフィード・イン・タリフです。困ったときの基金頼りというのがよ

くあるんですけども、基金の運用益で補てんしてしまおうとか、低利融資でＥＳＣＯをやっ

てしまおうとか、ここに「規制」と書いてある。ちょっと表現がまずいのですけれども、こ

れは税制だとか条例だとか、そういうことで規制をかけてしまう。これは電気料金プラスア

ルファ、「アメと鞭の必要性」と書いてあります。規制だけかけたのでは反発されて、もう

罰金だけ払って終わりだということになってしまうので、ここが一番工夫のしどころで、こ

このアルファのところを何をするかというのが一番重要なポイントであろうかと思います。

証書をやるにしてもそうです。証書にも有価証券としてのいろいろな縛りがあるようですけ

ども。 

 それから、家庭用については、その余剰電力として電力会社さんに今ほぼ半分売っていま

す。その部分の所有権は既に電力会社さんに移っておりますので、これの扱いをどうするか、

その辺の問題が出てきます。つまり、ここの表で言いたいのは、設備単価が下がっていって

も、相変わらず何がしかの差額は出ます。その差額をどうやって補てんしようか。現在はほ

とんど一番下のボランティアですね。これは法人であれ、個人であれ、つけてよかったと。

日本の場合は今こういうことに頼っているわけです。これは、ある量は少しずつふえていき

ますけど、急激に拡大するには難しいということだと思います。いずれにせよ、原資をどこ

に求めるか。それをどうやって分配していくかということが工夫の唯一のしどころだと思い

ます。 

 これは例で書きましたけれども、家庭用でＣＯ２を削減することを掲げた場合、さっき産

業用でＣＯ２というのは費用対効果で大変難しいと言いましたけれども、家庭用でいきます

と相当のＣＯ２削減効果があります。太陽光発電をつけると、家庭から出てくるのを２０％

ぐらい削減できます。これは既存の電力とのＣＯ２の差し引きになるわけです。家庭用のＣ

Ｏ２というのはなかなかメスが入れられないといいますか、手がかけられないのですけども、

太陽光発電を導入することによって、ここに書いてある試算ですが、２０％、２割ぐらいは

家庭用ＣＯ２が削減できますよという話です。 
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 ここは大変字が細かくて、ペーパーを見ていただきたいのですけれども、これがＪＰＥＡ

という団体でいろいろな制度を今まで、ここ５年ぐらいかけて提案しては、ある意味で敗れ

といいますか、採用されなくて、部分的には採用された部分もあります。この中で１つだけ

今でもできるのではないかと思っているんですけども、この絵は何かというと、簡単に言い

ますと、現在のＲＰＳ制度のクオーターをかけられる、義務量をかけられる相手を自治体に

しなさいという提案をしたことがあります。各都道府県別にクオーターを、縛りをかけなさ

いと。そうやりますと、ちょっと言葉は悪いですけども、ものすごく山があって森林ばかり

あるようなところはＣＯ２削減効果はそんなになくてもいいわけです。 

 もう１つは、電力消費、電気を買っている県と売っている県とあるんです。当たり前です

けども、そうすると、売っている県というのは例えば発電所がある県です。そういうところ

はかなりあめといいますか、緩やかな縛り、むしろプラスアルファになる。東京なんかは厳

しいですね。随分買っていますので、かなり厳しい数値目標が課せられる。都道府県別にＲ

ＰＳの義務量を課しなさいと。ＲＰＳ制度の県別版を提案したら、これも縦割りといいます

か、行政で一貫してやるというのはなかなか難しいものがあります。かなり時間もかかると

いう話がありまして、途中でとまっているんです。こういうＲＰＳ制度、私自身は大変おも

しろい制度だと思っております。つまり、こういう制度をうまく、個人レベルに課すのか、

自治体に課すのか、区に課すのか、産業に課すのか、そういうところに課すことによって、

ある意味で応用がきく制度になろうかと思います。言いたいのはそれだけです。 

 その後にあるのは、私ども京セラとして三、四年前に東京都さんに、いろいろな施設につ

けられたらどうですかと提案を差し上げたことがございます。施設に物をつけていくという

のはかなり単発で終わる可能性があります。それは制度、仕組みとしてつくらない限りは、

何かにつけたというのは、そのときの目玉にはなるのですけど、なかなか継続性が出てこな

いというところに問題があろうかと思います。これはむしろポテンシャルといいますか、都

でどれぐらいつけるところがありますというのを一生懸命書いたような事例です。 

 あとは事例を書いてあるだけなので、ちょっと時間が延びたかもわかりませんけども、言

いたかったのは、差額補てんをだれがどうやってやるか、その分配をどうするかということ

が、緩やかに普及させるのか、急速に普及させるかのポイントになってしまう。ただ１点だ

けの提案です。具体的にどうやるかというのは、ＲＰＳ制度の仕組みそのものが私は非常に

有効に機能するのではないかということです。 

 以上です。 
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○大野委員 どうもありがとうございました。ある意味で問題の核心のところをポイントを

ついてご提案いただいたような気がいたします。 

○飯田委員 今の本多さんの最後の問いかけに、そのままそれを拡張する意味で、質問を本

多さん及び皆さんにお返ししたいと思うんです。新制度提案のところ、この（Ｎo.７）黄色

と緑が描いてある差額のところですね。きょうプレゼンテーションされた方、皆さんに共通

されていることですが、最後の本多さんのところにちらっとかいま見えるのが余剰継続で差

額が1,４５０億円です。ドイツの政策とかいわゆる諸外国の政策と比較すると、この中で溶

けて消えているのが電力会社の余剰電力購入メニューで電力会社が負担している部分です。

これは恐らく緑で「ＰＶ産業自立」と書いてあるここの差額を足したところが初めてパブリ

ックマネーとして、公共政策としてここをどう負担しなければいけないかという議論をしな

きゃいけないということだと僕は思っているんです。 

 きょうプレゼンされた方は共通して、電力会社の余剰電力の負担部分も含めてどういうふ

うに考えておられるのか。要は、そこから出てきたところだけではなくて、そこがたまたま

今電力会社が本来政策で見るべきお金を肩がわりしている形に、非常に日本はアンバランス

な形になっているんです。そこを視野に入れないと出口は見えてこないと思っているんです

が、きょうプレゼンされた方全員、これは全く出てこなかったんですね。それをどう考えて

おられるのかということをお伺いしたいと思います。 

○本多委員代理 今ご質問ですけれども、今のお話ですと、余剰の継続というのは、計算の

ためにここまで余剰の継続があればと黄色のところはやっております。電力会社さんの負担

というのは、飯田さんがおっしゃっていた１９万円のところではなしに、実は一番右側の発

電原価、つまり現在の電力会社さんが総括原価方式で発電単価幾らであるべきかということ

になりますと、発電原価はほかの発電と全く同じなんですね、太陽光についても価値は。で

すから、差額を出すとしたら一番右端の欄との差額が電力会社さんの現在のいわば負担にな

ろうかと思います。 

 民間企業ですので、電力会社さんだけが総額を負担しているということは確かに問題があ

ろうかと思います。ただ、今のところは余剰電力、住宅用についてはかなり優遇してもらっ

ているというのは皆さんわかっております。我々レベルではわかっているんですが、一般の

方々、ユーザーさんがそこまで認識があるかというと、当たり前のように思っているのは、

我々も電力会社さんももうちょっと宣伝した方がいいかな。 

 我々はどこまで下げなきゃならないかというのは、その発電原価の前の産業用として高圧
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電力と同じ価格になれば、これは電力会社さんに迷惑をかけずに自家消費分として太陽電池

が設置されるだろうというのが、ここに書いてあるグリーンのところの金額のつもりです。

電力会社さんの負担は一番右端との差額が現在の負担ですね。だから許されるという話じゃ

ないんですけど、表の説明はそういうことになります。 

○大野委員 それでしたら、今の飯田委員のご質問は全員にということですので、一応これ

で本多委員代理への質問は終わりにしまして、あとは全体の議論というふうにしていきたい

と思います。 

 きょうは６時までなので、あと３０分でございますけれども、きょうは非常に幅の広いご

提案がありましたので、なかなか論点は絞り切れないと思うんですが、まとめをさらに考え

るということでご意見をいただければと思います。そうしましたら、飯田委員のご質問につ

いて、まずほかの方からお返事をいただくということでよろしいでしょうか。 

○塩委員 本多さんが言われたのがほとんどすべてだと思うんですけども、私がきょうここ

に書いていなかったのは、きょうは東京都の集まりということなので、そこまでの全体の議

論をしてもこれはちょっと無理だろうというか、東京だけでは無理だろうということで話を

させていただきました。基本的には余剰電力をお買い上げいただいているということが本当

のベースになっていますので、その部分は一番大事なことだと思っていますけども、引き続

き継続をお願いしますということしか今のところは言えないということです。 

○影山委員 前回もこの件についてはいろいろご質問があってお話しさせていただきました

けども、やはり電力会社が負担をし、かつ、太陽光がふえればふえるほど負担がふえる状況

になりますので、あまりいい仕組みではないだろうなというのは感じるところです。 

○大野委員 その点については、ある意味でここにいるメンバーはすべて共通認識はあるか

なと私も思っております。冒頭に事務局からご説明しました、私どもが金曜日に発表しまし

た気候変動対策方針ですけれども、これも大規模事業所の削減義務というあたりだけが非常

に報道では大きく出ておりますが、実はそれと同時に中小企業や家庭の省エネ努力あるいは

促進する制度の構築にも非常に力が入っております。都としてはある意味で初めて太陽光発

電についても支援策を構築していくということを明確に打ち出しました。その中で太陽電池

についても、個人や特定の企業に負担をいただいていては大量普及は実現しないという認識

を示しております。これはここでの議論なども踏まえた上だというふうにご理解いただけれ

ばと思います。 

 それでは、それ以外にもきょうのご提案につきましていろいろとご意見なり、ご質問があ



 28 

ればと思いますが、いかがでしょうか。 

○末吉委員 今の話につながってしまうのだろうと思うんですけど、本多さんがおっしゃっ

たとおり、どうしてもかかるコストをだれがどういう形で負担するのかというのが最終的な

問題だと思うんです。宗吉さんがグリーン価値のことをおっしゃっていますね。私の理解で

は、個人でも企業でも、あるいは産業でもいいと思うんですけど、今、非常にボランティア

でグリーン価値を見出して、お金の計算外のところでみんなやっているのだろうと思うんで

す。そのボランティアで採用している個人ないし企業のコスト負担をどう拡散していくのか

というか、より広い社会でそれを負担していくのかという話になっていくのかなと思うんで

す。 

 例えば個人でいうと、どの程度まで個人の負担が下がってくれば、よりもっと買おうとす

る。ボランティアのところからもっと、確信犯の層から一般のところまで、冒頭、寺井さん

がおっしゃったようなまだ知らない人とか、そういう人に拡大ができるのか。 

 それから、企業でいけば、グリーン価値をまだ見出していない企業とか産業もあるのだろ

うと思うんです。そういうようなところにどのレベルまでの負担の状況に落ちれば、その人

たちがみずから考え始めるのか。これを件数で言うのはなかなか難しいんだろうと思うので

すけれども、ボランティアベースのコスト負担をどういう仕組みとか物の考え方で拡散して

コスト削減につなげられるのかというところの工夫が非常に要るんだと思うんです。それに

は恐らく私がいつも言っている金融も含めて、今、負担していないところがどうやって負担

の中に入ってくるのか。もっと言えば、最終的には多分企業が負担しているのは、極論すれ

ば、それは全部、消費者とか株主とか、そっちの負担になっているわけですね。企業が損を

していると言っても、実際には企業の株主価値が下がっているわけですから、そういうのが

なければもっと株価は高いかもしれませんね。 

 というようなことで、現実には本当は拡散されているはずなんです。ですから、その辺の

ところの意味をどうやってみんなに理解してもらうのか。もっと言えば、株主が、例えば東

京電力さんの株が少し下がってもいいから、このことを社会全体として広める上ではもっと

もっと買えばいいじゃないか、こういうような意見が出てくれば、電力会社ももっと気楽に

買えるというような側面もあるでしょう。ですから、瞬間的なコスト負担のレベルと、最終

的に実態はどこが負担しているのか、格差の説明なんかももっともっと社会全体で知識をシ

ェアする必要があるんだろうと思うのですけれども、その辺はいかがなんでしょうか。 

○大野委員 全体でシェアするいろいろな仕組みですとか、あるいは意識啓発等々について
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の必要性ということだと思うんですけれども、ほかの委員の方、いかがでしょうか。先ほど

塩委員のお話で、住宅の販売が積水さんにとっては目的なので、その辺を含めて太陽光につ

いても普及したいというお話でしたけれども、ある意味で積水さんで少しシェアをしたい、

そんなふうな理解でよろしいでしょうか。 

○塩委員 シェアというか、その広がりということがあるんですけど、今は私ども何らかの

形では負担という意味ではしているんだと思うんです。それは企業にとって、今の場合は、

やっている方、やっていない方がいらっしゃるので、我々は差別化のポイントなので、株主

価値を下げているわけではなくて、そのために他社に勝てる企業体質になっている。環境を

企業が勝つためにということで我々は使っているので、それはロスではないと思っているん

ですけど、広がっていけば広がっていくほど差別化ができなくなると、それはまさしくおっ

しゃられたとおりロスになると思うので、その広がり方とその価値というのは変わっていく

だろうなとは思っています。将来的には全部に広がっていけばいくほど、ロスと見るのかど

うなのか。そこら辺あたりは、結局、国民も含めた全部の意識形成の中で消化されるのだろ

うとは思っています。今のところは決してロスとは思っていないというふうに思っています。 

○大野委員 我々も、先ほど申し上げましたように、何らかの支援策が必要だという認識に

立っているのですけども、単純に補助金を投入するだけだと施策としては広がりがないとい

う気がしていまして、まさにいろいろなセクターの方のいろいろな役割と複合的に組み合わ

せながら効果的な施策を講じたいと思っているわけです。そういう意味では、この場でいろ

いろなご提案をいただければと思っております。 

 ほかの方から何かご質問、ご提案等々いただければと思うんですが、いかがでしょうか。 

○飯田委員 さっきの話のもう少し前段を含めて話をしたいと思うんですけど、シャープの

宗吉委員から全体状況のお話がいろいろあったんですが、共通した見方の部分と微妙に違う

部分がありました。微妙に違う部分、かつ、それは致命的な部分というのは何かというと、

温室効果ガスの削減取り組み強化のところで、日本の出口は新エネしかないんだと宗吉委員

は見ておられるというふうに先ほどありました。ちょうど国の温対計画見直しの委員に私も

入ってやっていますが、国は、安倍イニシアチブで出た半減モデルを見ても、具体的に再生

可能エネルギーを進めるというプログラムはこれっぽちもないです。全くないです。ですか

ら、国がそういう雰囲気にあるというのは、かすみのような空気はあるかもしれませんが、

具体的なものは全くない。まず、この認識に立たないとだめですね。 

 その上で、逆に言うと、ここの場がそういう意味で非常に重要なので、先週、きょうご紹
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介のあった東京都の気候変動方針と、それから先ほど大野部長からあった家庭部門もきちん

と取り組んでいくんだというご決意と、現実に太陽光、そして太陽熱という施策を検討して

いる場は、日本じゅうを見渡して、ここしかないんですね。ですから、東京都のローカルな

政策ではなくて、日本の中で全く新しい政策をつくり得る可能性はここしかなくて、ここが

失敗したら、安倍イニシアチブはもともとかすみみたいなものですが、あんなものは全く実

現の道筋はないんだと。これは東京都も恐らく同じ思いで出されているんだと思うんですが、

ここの委員は共通してその見方にまず立たないといけない。 

 それで、先ほど私が投げかけたのは、であるがゆえに、政策の広がり、先ほどのボランタ

リーな部分とか価値の部分は後づけで議論すればいいことであって、ポリシーマネーという

か、パブリックマネーとしてどの範囲を視野に入れるのかということをきちんと定義してお

かないといけない。先ほど塩さんのお答えと影山さん、ここにまさに大きく溝があるわけで

す。ここのところは、これまで電力会社が背負った部分は、理想論にいきなり行けないにし

ても、まずはパブリックマネーで本来担うべき部分であったということを定義し直して、か

といって、それをいきなり東京都のお金でなるかどうかというのは、この先の議論がどうな

るかわかりませんが、公共政策で担う領域がどこなんだという広がりは一たん確認した上で、

それから現実どういうふうにそこを埋めていくか。これは汚染者負担原則とか、公平性とか、

いわゆる原則論でまずは埋めていって、そこを現実論で現実と折り合っていくと。 

 価値とかボランタリーの世界はその後づけの話だろうと私は思っておりますので、そこの

ところがまず視野に入った上で、この費用負担のあり方、その先に今度は効果的な支援のあ

り方、この両方を両輪で、かつ、それを現実に落としていく。非常に難しいトライアングル

をここの場は担わされているだろうと私は考えておりますので、この重要性と難しさを全員

で共有して今後議論していきたいと考えております。 

○宗吉委員 ちょっと表現で誤解を与えているようでございまして、申しわけありません。

私が申し上げたのは、産業界という１つのターゲットに絞り込んだ場合、もう省エネは一巡

したというのは既に表現されている言葉なんですね。我々の工場、あるいはいろいろな工場

を見ても、消せる電気は既に消しておる。そういう状況の中でさらに１％の削減という状況

をどうしても出していかなくてはいけない。こういうところへ追い込んでいけば、確かにま

だ湿った雑きんであれば搾っているのかもしれません。それもやりますけども、やはりここ

に至っては、新エネという１つの考え方にいかざるを得ない環境ができ上がってきておりま

すと。 
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 その証明は、民間が先ほど言いましたように昨年度９００件出てきた。それは全体の量の

８０％ぐらい出てきておると、こういうふうなところにあらわれてきていると思うんですね。

これは当然値段としては合わないことを承知で、民間が太陽光を入れざるを得ない。グリー

ンという取り組みが１つの企業の、例えば環境貢献度ランクとか、こういうようなところで

今争いをやって、ＣＳＲの取り組みという一環で環境という１つの取り組み状況が大変ウエ

ートが高くなってきておるんです。だから、こういうふうな環境をどんどん整えていけば、

おのずとキロワットアワー１０円とか１１円とか、こういうレベルでなくて、４０円であっ

ても、企業のＰＲ価値とか、こういうようなことを考えればやっぱり導入が進んでいくだろ

う。そのためには、先ほどお話ししました産業として育成できる、規制というのはあまりい

い言葉ではございませんけれども、環境スパイラルというお話をしました。こういうような

ものをぐるぐる回しながら基盤を築いていく、こういうことで考えております。 

 あくまで産業用という考え方でございます。住宅用とはちょっと異なっておりますので、

その辺だけはご了承願いたいと思います。 

○大野委員 ありがとうございました。これは産業用ですけれども、スパイラルが本当にど

うやったらできるのかというあたりの仕組みがまさに問われるところだなと思っているんで

すけども、ほかの方、ご意見はいかがでしょうか。 

○影山委員 私がまとめるという必要はないと思いますが、今、大野部長が言われたような

話が神髄だと思います。飯田さんが言われたような、こういうお金がどこかの企業、電力会

社など１つのところに負担をかけるのではなく、全体で負担すべきものだろう、そういう認

識をまず持つ。そういうところと、それから宗吉さんが言われたように、こういう太陽光を

つけることによって企業の価値が上がったり、そういうような企業のＰＲ材料として金をか

けてもいいところ、そこをどういうふうに結びつけるかというところが一番大事なところな

んだろう。そういうところに、どういう仕組みだったらそれがうまく融合するんだろうとい

うところが案の絞りどころ、仕組みの出しどころだと思うんです。 

 我々もそういうのは考えていきたいと思いますし、いろいろなご提案があれば、それはぜ

ひ一緒に考えていきたいと思うんです。ただ、そういういろいろなことをやっていって、ど

こかが負担していく。全体で負担していくか、あるいはあるところが負担していくかにして

も、将来的にはそれだけでは続いていかないと思うんですね。ですから、やっぱりコストダ

ウンが、太陽光がどれだけ値段が下がっていくのかというのが将来的にはどうしても必要で

して、それがなければどこかで行き詰まってしまう状況だと思います。 
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 きょうはそういう話がメーカーの方からなかったので、もしお聞きできるのであれば、何

をすれば、あるいはどこがクリアできればコストが下がるのかというところ、そこら辺をア

ドバイスいただければ大変ありがたいかなと思います。 

○大野委員 その点について宗吉委員と本多委員代理から一言ずつ。 

○宗吉委員 我々でコストダウンの手法という、単なるハード部分をいろいろ下げていく、

これは当然我々はやっていかなくてはいけないんですけども、例えば別な機能と融合させて

いく。それで付加価値を分けていくやり方が１つの手法かなと思っているんです。まだまだ

値段は下がりませんけども、屋根一体型とか、あるいは建材一体型とか、ガラスとか。機能

として、建材としてどうしても屋根は葺かなくてはいけない。そのときに太陽電池の機能が

ついていますよねと。そこで防水という価値の部分とグリーンの価値の部分を分担しながら

やっていくというような形態でコストダウンを図っていくことは必要かなと思っています。

我々、建材で何とかそういう部分についてこれからさらに追求していきたい。 

 ただ、悲しいかな、量が出ませんので、量産的なコストがついていかない。ただ、理論的

には、そうすることによって下がっていくのは当たり前なので、そういうふうな観点からも

我々は考える必要があるかなと思っています。単なるハードだけの追求は当然やっていきま

すけども、こういうふうな部分で大幅な削減が必要かなと思っています。 

○本多委員代理 国の研究開発の実施機関のＮＥＤＯさんですけども、最終的には先ほど私

が表に出しましたように、発電原価の７円まで実現しようという技術開発を目指しておりま

す。それの答えが何かということになると、まだまだいろいろな候補がありまして、これな

らいけると絞り込めておりません。我々メーカーも最終的には現在の発電所と同じような価

格が実現できないと物にならんというふうに思っております。 

 もし途中でそれが否定されたら、その産業は要らないという話ですから、極論をすれば、

太陽電池そのものはむだなことをやっていることになりますね。ただ、ＮＥＤＯさんのビジ

ョンで２０３０年で７円という目標ですけども、我々もそれを実現するんだということで、

うんと近場で今、宗吉さんが言われたような付加価値をつけていこう。少し先には少なくと

も低圧の電力並みのキロワット３０万何がしかは実現させなくてはいかん。もう少し先には

高圧、もう少し先にはその発電原価を視野に入れながらやっていっているのが実情です。 

 ですから、どこまで下がるか。これを目標にやっているということは言えるんですけども、

じゃ、２０３０年にそれを約束できるかということになると、それは残念ながらできない。

それはどんな分野でも同じように、２０３０年に我々はこのものを幾らでつくりますという
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ことを今からコミットできるものは何一つないと思います。ただ、目標は確実にある。ここ

でいいということではないということだけは確かです。これは先ほどからの議論の中で、飯

田さんが東京都だからできると言われたのは、今までの工夫は全部できそうなことの工夫ば

かりをやってきたわけです、世界じゅうが。唯一ドイツのフィード・イン・タリフ、あれも

ちょっと前置きがあったんですけども、えっというのが出てきたんです。そうではなしに、

私は事例で５０万キロワットと書きましたけど、当初１００万キロ。熱で５０万やると思っ

て５０万にしたんです。東京都が世界の中で突出していることをやろうと思うと、必ずどこ

かに無理があることは承知の上だということだと思います。 

 むしろ省エネそのものが、塩さんに意地悪な質問をしたのは、無理をしないでやってきた。

つまり、経済的に受け入れられるからやってきたんじゃないかという意味のちょっと皮肉な

質問です。つまり、経済的な効果があるなら、何もやらなくてもメーカーなり企業でできる

わけです。そうではなしに、できないからどこかで無理がやっぱりあるということだと思い

ます。省エネがどれほど無理をしてやってきたかというのは、技術革新の中で偶然競争力を

高めるためにやってきたというのが、数字は持っていませんけども、省エネについては本音

だと思います。それをプラスアルファで無理してでもやるんだというのが省エネにも私は必

要ではないかと思っています。 

○大野委員 きょうはかなり核心のところに大分近づいてまいりまして、この後なかなか議

論を進めるのは難しい領域にいよいよ入ってくるわけなんですけども、もうちょっと時間が

ありますが、きょう特に最後にと……。 

○飯田委員 今度は全然別の視点から、積水の塩さんのプレゼンで、ユーザーの省エネの部

分は非常におもしろいなと思って、これは難しい議論を経て、何らかの形で非常に手厚い、

太陽光のインセンティブをつくった後は、省エネを一種のバインディングというか、太陽光

の支援をするインセンティブをするユーザーは省エネに関しても一定の取り組みをしている

ところを適格者にするとか、これをバンドリングするといいのかなと。「不都合な真実」の

アル・ゴアが３万キロワットの電気を使っているけれども、太陽光でやっているというんじ

ゃなくて、太陽光をやって、しかも省エネ家電に買いかえているとか、そういう合わせわざ

を、今度は出口側のインセンティブづくりですけれども、少し考えていくといいのかなと思

いましたので、とりあえず自分の記憶のために発言しておきます。 

○大野委員 ありがとうございました。ほかに本日ここまででご質問はあるでしょうか。 

○影山委員 前回たしか宗吉さんからご質問があって、系統側の手当てをしなければいけな
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い、あるいは太陽光と蓄電池をつけるか、系統側に負荷がかかってしまうというご意見があ

ったと思います。 

 それについてちょっと調べてみたんですが、中には、系統が非常に弱かったりして系統側

で手当てをしなければいけない場合もあるそうでして、場合によっては数億円規模の系統側

の手当てが必要となる場合もあるということだそうです。ただ、同じ太陽光を入れても全く

系統側に負担がかからないケースもあって、それは千差万別だと。そこの系統の状況とつけ

る太陽光の状況で本当にいろいろあるそうです。 

 そういう費用については、我々が負担するのか、あるいはお客様が負担するのかというの

は、かなり大きな金額になりますので、系統連系する人が均一で負担するとか、そういう仕

組みづくりが考えられるかと思います。それは今後の課題だろうと思っております。 

 もう１点、６月１日に出されました東京都の気候変動方針ですが、我々、あれはショック

でして、規制を前提としているようなことなものですから、今、太陽光の方で非常に前向き

にいろいろ議論をしているというのは、そういう規制がもし前提であれば全く違った観点か

ら検討しなければいけないと我々の立場から思います。そこのところは前向きにこれからも

やっていこうと思いますので、今後、内容を固めていく上でぜひいろいろ意見を聞いていた

だき、かつ、場合によってはここで出ている方針も見直しすることも含めて今後の議論をし

ていただければと思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

○大野委員 ほかに何かご意見はございましょうか。 

○末吉委員 意見というより感想なんですけど、特に宗吉さんと本多さんのお話を聞いてい

ると、メーカーの方は今意識がものすごく変わって、非常に先取り精神に変わられたんだな

と強く印象を受けました。そういう理解でよろしいですよね。グリーン価値を認めていこう

とか、非常に高いコスト削減をちゃんと掲げて向かっていくとか。ですから、そういったこ

とが本当に実現するように全体でどうバックアップしていくのか、そういったことがこの会

議の結論として出ればすばらしいなと思いながらお聞きしておりました。 

○大野委員 ありがとうございました。よろしいでしょうか。 

 それでは、きょうとしては意見も出尽くしたようですので、本日の議事としては終わりに

したいと思います。 

 では、この後、事務局から。 

○小原副参事 次回の第３回太陽光発電利用拡大検討会でございますが、７月に開催したい

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
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いと思います。日程が固まり次第、事務局から改めてお知らせをさせていただきます。 

 第３回の検討会ですが、これまで第１回、第２回のご提案を踏まえまして中間のまとめに

つながるような議論ができればと思っております。その素材となるかと思いまして、本日、

席上この冊子を配らせていただきました。こちら、太陽熱の利用検討会で委員としてご議論

に参加してくださっています大野二郎先生が編さんに関与しておいでの「ソーラー建築デザ

インガイド」でございます。私どもとしましても、ここに書いてあるようなものが建物の性

能と新エネルギーあるいは再生可能エネルギーの導入設備とがうまくバランスのとれた形と

してたくさん例が出ているかと思っておりますので、参考にしながら第３回の準備につなげ

ていきたいと思っております。 

 第３回につきましてどうぞご出席のほどよろしくお願いいたします。 

 それでは、これをもちまして第２回太陽光発電利用拡大検討会を閉会いたします。どうも

ありがとうございました。 

午後５時５５分閉会 


