
 

 

 

 

 

 

 

第２回太陽熱利用拡大検討会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日  時：平成１９年６月１３日（水）午後１時５８分～ 

場  所：東京都庁第二本庁舎 ３１階 第２２特別会議室 



 1

午後１時５８分開会 

○小原副参事 ２時の定刻にはまだちょっと間がありますが、委員の先生方が皆様おそろい

になられましたので、ただいまから第２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。よろしくお願いいたします。 

 議事に入る前に事務局から連絡事項を申し上げます。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。 

 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（輝）委員 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２回目でございまして、前回に続きまして委員４名の皆さんからご提案を

いただくことになっております。 

その前に、去る６月１日に東京都で「東京都気候変動対策方針」という気候変動に取り組

む新しい方針を発表いたしましたので、その内容を簡単に事務局からご説明申し上げます。 

○小原副参事 席上に配布させていただきました資料で申しますと、資料４の次に参考資料

１、２、あとその上に１枚ホチキスつづりのものがございます。こちらが「東京都気候変動

対策方針」として発表させていただいたものになります。本文はこの参考資料１ですが、こ

れからの説明はホチキスどめの２枚紙の報道発表資料でご説明申し上げます。 

 １枚目の裏面をごらんいただきまして、その右側半分ですが、「５つの方針と主な取組」

というところがございます。ごらんいただけましたでしょうか。「東京都気候変動対策方

針」はこの５つの方針で構成いたしております。 

 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

力に推進するために、大規模事業者に対する削減義務を導入するほか、金融機関に対しまし

て大幅な環境投資を要請してまいります。 

 方針Ⅱでございますが、こちら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、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。この

方針Ⅱの部分がこの検討会で今検討しております太陽熱市場の再生という部分と直接関連す

る部分でございます。この方針を踏まえた上で本検討会でさらに深めた議論をしてまいりた

いと思っております。 

 次に、方針Ⅲでございますが、これは都市づくりへのアプローチでございます。建物につ
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いては省エネ仕様を策定しまして、建物の省エネ性能を強化させていただくほか、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。省エネ仕様につきましては、参考資料２と、「省エネ東京仕様２００７」の策定につい

てということで、こちらは５月２８日に発表したものになります。こちらを後ほどごらんい

ただければと思います。 

 方針Ⅳでございますが、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、市場経済へのアプローチでございまして、都独自の都市型ＣＯ２

排出量取引制度を導入するほか、省エネルギー促進税制を検討していくことといたしました。 

 以上が「東京都気候変動対策方針」の説明になります。 

 席上にお届けさせていただいておりますこの冊子についてもここでご説明申し上げます。

こちらは新エネルギー・産業技術総合開発機構から発行されました「ソーラー建築デザイン

ガイド」でございます。本日ご参加いただいております中島委員、大野（二）委員、浅井委

員が編集委員をしておいででございます。太陽熱の爆発的な利用拡大にはデザインが重要な

ポイントとなっておりますので、ぜひご参考にしていただきたいと思っております。 

 ほかに中島委員から数々の貴重な資料をお持ちいただいております。こちら、ちょうど窓

側になるのですけれども、机の上に展示させていただいておりますので、お時間のあるとき

にごらんいただければと思います。中島先生、どうもありがとうございます。 

 なお、本日、所用によりまして瀬良委員が途中退席させていただく予定でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

 事務局からのお知らせは以上でございます。 

○大野（輝）委員 それでは、議事に入りたいと思います。４人の皆様からお話をいただき

ますけれども、前回同様、各委員のご説明の後に短く質問をとりまして、全体的には全体が

終わった後に議論したいと思います。よろしくお願いします。 

 まず最初に、矢崎総業株式会社環境システム開発センターの浅井俊二委員からご提案をい

ただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○浅井委員 矢崎総業の浅井でございます。提案を説明させていただきます。 

 前回、太陽熱の歴史に関しては中島先生が詳しく説明されました。少し私の見方で振り返

ってみたいと思います。 
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 まず、１９７８年あるいは７９年の第２次オイルショック、ここで市場が急拡大をしまし

た。このとき約２５０社あるいは３００社と言われるメーカーが乱立しました。まだこのと

きはＪＩＳとかＢＬとか制定前で、基準が全くない状態で非常に大きく拡大した。このとき

には、環境というよりもエネルギーがなくなるんじゃないか、買えないんじゃないか、そう

いう危機感で売れた。その後、石油価格が安定して市場が縮小しました。販売台数減少、扱

いメーカー、販売施工店が急減しました。これが後につながっていくのですけれども、撤退

したメーカーの商品に対するサービスとかメンテナンスが置き去りにされたということで、

このことが太陽熱利用の評価を損なう非常に大きな原因になりました。その後、一部の販売

あるいは施工店の売り方とか施工に問題があったということで現状に至っていると。 

 現在は販売が低迷しているということで、市場の展開が見えない状態です。このために、

我々メーカーは開発投資あるいは販売投資に大きなお金をなかなかかけにくい状況になって

いる。 

 それから、今の若い世代は太陽熱をあまり知らないということが言えます。というのは、

我々の会社の新入社員が最近入ってきまして今研修をやっているのですけれども、そういう

人たちに聞いても、太陽熱利用ということがあまりわかっていない。これはメーカーの責任

でもあるのですけれども、ちゃんとしたＰＲをしていないことがこういったところにつなが

っていると。 

 太陽熱利用機器の効果を簡単に計算してみました。詳しくは説明しませんけれども、ここ

が第２次オイルショック後８０万台売れたというポイントです。ＣＯ２の削減を累積してみ

ますと、ちょうどこの線になります。大ざっぱに言えば、７００万台を超える太陽熱機器が

販売されています。その太陽熱機器で5,０００万トンを超えるＣＯ２を今までに、この３０

年間ですけれども、削減してきたという歴史があります。 

 それから、前回の委員会で、ヨーロッパと日本は何が違うんでしょうかという質問を出し

ました。飯田さんから、環境とかエネルギー政策が違うと言われました。では、どうして環

境・エネルギー政策が違うんだろうなと考えてみますと、これは私の独断ですけれども、Ｅ

Ｕの考え方というのは、化石エネルギーあるいは原子力、こういうエネルギーはいずれなく

なるものだろうという考えを持っているんじゃないか。そのために、化石エネルギーの抑制

あるいは再生可能エネルギーの拡大をやっていこうと。基本的に自然エネルギーのコストは

化石エネルギーに対して高いということは多分同じだと思うんですけれども、将来のために

今から投資をしてたくさん使っていこうということではないかと、そういうことを受け入れ
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る素地が国民に恐らくあるのだろうなというのが何となく私の感じ方です。 

 じゃ、日本はどうか。日本は経済が最優先で、お金がどうも判断基準になっているんじゃ

ないか。お金というふうに考えると、コストの高い新エネルギーはなかなか使いにくいとい

うことではないのかな。エネルギーが買えればいいやというようなところが多分あるのでは

ないか。それから、日本の国全体を見ると、原子力をどんどんふやしていこうというふうに

見えますから、そういったところも自然エネルギーの長期的な政策がつくれないし、なかな

か守っていけないという、要は人の考え方の問題にあるんじゃないかというふうに思います。 

 そこで、教育とか啓発とか広報が大事になってくるだろう。ＥＵと日本のエネルギー政策

の違い、これはやっぱり国民の考え方が違うんじゃないか。それを突き詰めていくと、政治

家とかいろいろな政策を提案していく人たちの考え方が違うのではないか。結局、こういう

環境とかエネルギー問題を理解できる人をつくっていくには、小さいときからそういうこと

をちゃんとした教育をしないと、どうもできてこない。こういう人たちを育てて、こういう

人たちが新しい政策をつくれる政治家を選ぶ、あるいは政治家になって自分で政策をつくっ

ていくということがやっとできるようになるんじゃないかということで、学校教育とか、東

京都でいえば広報誌で自然エネルギーの教育、啓発をどんどんやるとか、環境イベントをや

るとか、そういういろいろなことをやっていかないと、なかなか国民の間に自然エネルギー

利用が定着していかないのではないかと思います。 

 ここで主要国の太陽熱普及策を少し考えてみました。やっぱりこういういろいろな国が太

陽熱に対して、あるいは自然エネルギーに対して、義務化とか助成制度とか、そういったこ

とを行っている。ヨーロッパだけでなくていろいろなところでもやっています。こういうと

ころが国民に受け入れられていると、全体の底上げというんですか、ふえていく要因になっ

ているでしょう。 

 ドイツは、たまたまこの前本を読んだらこんなことが書いてあったんですけれども、住宅

のエネルギー証明書というものをつくることが義務づけられていると。年間に必要なエネル

ギー量をちゃんと出すことが義務づけられている。２００６年からは既築、既存の住宅にも

こういうものを出せということが義務づけられたというふうに書いてありました。こういっ

たことも必要かなと思います。 

 日本の例でいきますと、これもたまたま読んだ本ですけれども、屋上緑化の例がありまし

た。２０００年に累計で４万㎡の屋上緑化があった。２００５年に１４万5,０００㎡になり

ました。これは何かといいますと、義務づけと助成、この２つでもってこれだけふえている
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というふうに思います。具体的には東京都、渋谷区、横浜市とか、兵庫県、大阪府、京都府

が、対象の条件は若干ありますけれども、こういうことをやりながらここまでふやしてきた

という事例がありました。 

 義務と助成制度ですけれども、新築住宅とか施設に対してエネルギー使用の合理化義務、

省エネ基準とかいろいろありますけれども、もっと強いものが必要じゃないかなと。それは、

自然エネルギー全般に対してのこういう合理化義務というか、ＣＯ２を出さないということ

です。 

 それから、新築住宅への自然エネルギーの利用をしなければいけないというふうに持って

いけないか。そのかわりどこかで優遇策をとってあげる形の政策がとれないか。 

 主に既築に関しては初期投資額をどうやって低減していくかということが大切ではないか。

例としては、補助金とかリースとかレンタルとかがありますけれども、こういう初期投資額

を減らしていこう。リースに関しては、我々の会社でも実は何年か前に検討してやりかけた

ことがあるんですけれども、いろいろ検討していますと、現状のリース会社とのやりとりで

はなかなかシナリオがつくれない、うまくいかないことがわかって、結局やらなかったんで

す。最終的にはどこが原資を持っているかということで多分リースのやり方が少し違ってく

るので、そういうことを考えてもいいんじゃないかな。 

 それから、例えば東京都が設備費を出しましょう。そのかわりＣＯ２の削減分は東京都の

権利にしましょう。東京都はこの権利をうまく利用しながらＣＯ２削減をやっていく。グリ

ーン熱の証券化です。あるいは住宅のＣＯ２削減分を売れるようにしよう。これも証券化と

つながってきますけれども、そういう手段があるんじゃないか。 

 先ほどの事務局の説明でもありましたけれども、事業所のグリーンエネルギー使用の義務

づけとか、太陽熱の研究とか開発資金の助成、こういうようなことができないかと思います。 

 それから、財源というふうに書いてあるんですけれども、環境税と昔から言われていてち

っともできない。よくよく考えてみると、産業廃棄物とか、あるいは森林の保全とか、東京

都でいうと、レジ袋に税金をかけているようなものがあるんですけれども、そういうものは

ある意味で環境税だというふうに考えれば、炭酸ガスというのはもう廃棄物と同じでしょう。

ただ目に見えないだけと。そういうものというふうに考えれば、当然こういうところの範疇

に入ってきてもおかしくないんじゃないかと思います。 

 さっきの助成制度ですけれども、東京都が例えば設備の費用の一部を負担してこの住宅に

太陽熱利用をつけますと。メーカーとか工事業者がここに取りつけをする。ここで使ってＣ
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Ｏ２が減った分は東京都の権利にする。この東京都の権利はどこかへ東京都が売ることがで

きる、あるいは事業所が太陽熱利用あるいは自然エネルギー利用をたくさんやった場合には

東京都が買い取るとか、そんなような仕組みができないかな。当然、自費で住宅が太陽エネ

ルギー、自然エネルギーをつけた場合には、これをどこかに売ることができるような仕組み

ができると非常に買いやすいなという感じがします。 

 もう１つの方向として、製造とか販売とか施工とか、いろいろな流通があるんですけれど

も、その部分で太陽熱機器の評価というのは、昔はＪＱＡがありましてちゃんとした評価を

していましたけれども、ＪＱＡがなくなって非常にここがあいまいになったということで、

やはり認証制度が必要になるんじゃないか。 

 それと、機器とか施工は、メーカーとか工事業者の関係ですけれども、こういう標準化を

行ってコストダウンをしていく動き、あるいは新しい商品をつくっていくことがどうしても

必要だろう。販売、施工業者、ここで問題が起こる場合が非常にありますので、例えば資格

制度、あるいは定期点検の義務化とか、長期間使う場合には当然定期的な点検とかそういっ

たものが必要になってくるので、こういうことをセットで考えていったらどうかなと。 

 最後ですけれども、基本的な考え方として、現代社会というのは非常に化石燃料に依存し

過ぎている。やっぱりエネルギーの多様化へ向かわなければいけないだろう。例えば太陽エ

ネルギーがたくさんあるところは太陽熱、太陽電池、風がたくさんあるところは風力発電と

か、雪のあるところは雪を利用していく、そういうことがやっぱり必要じゃないか。 

 それから、環境問題というのは基本的に被害者イコール加害者である場合が非常に多いと

思います。これは排ガスの問題にしてもそうですし、自分たちが利益をこうむっているもの

から不利益をこうむるということは非常にたくさんある。したがって、解決に非常に時間が

かかるということで、ここを何とか考えていかなくてはいけない。 

 基本的に既存のエネルギーに比べて自然エネルギーは高価だと。ですから、お金だけで判

断しようとしていくと、なかなかふやすのに大変だ、ふえていかない。環境とか安全とか食

糧とかエネルギー、同じような側面を持つのですけれども、例えば食糧なんかは、安いから

といって世界じゅうから食糧を買ってきて本当にいいのか。日本でこういうものをつくらな

くていいのかというような問題にもなります。それに近いような関係があるんじゃないかな

ということで、基本的に環境問題というのは国と地方自治体、あるいは業界、国民、それぞ

れが役割と責任あるいは義務がある。それを当然果たさなければいけない。国民というのは

ある意味で非常に評論家的なところがあって、いろいろ発言はするけれどもなかなか実行し
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ない側面が多いような感じがします。それを強いリーダーシップで国とか地方自治体が引っ

張っていかないと、なかなかうまくいかないんじゃないかという感じがします。 

 最後ですけれども、具体的には教育とか啓発、広報をどういうシステムにして国民あるい

は都民に伝えていくか、こういうことが真っ先に必要ではないか。新築住宅とか施設への太

陽エネルギー利用の義務をつける。当然、義務づけと同時に助成制度あるいは優遇制度をセ

ットにしていかないとなかなか理解が得られないんじゃないか。既築の住宅とか施設という

のは、初期投資額を大きく減らすようなことを考えていかなければいけない。お金で与える

方法もありますけれども、リースみたいな形とか、そういったことも考えられると思います。 

 こういうことが進んでくると市場がふえてくる。ふえてくるとメーカーの競争が始まって、

開発意欲が非常に高まってくる。新しいものがどんどん出てくるような形になってくれば非

常にいい循環が回っていくことになると思います。これと同時に製品の品質とか性能とかを

ちゃんと検証して、いいものだということを表に出せるような、証明できるような認証制度

が必要だろうと思います。 

 それと、販売、施工業者の資格、これは販売、施工に対して問題が起こらないようにとい

うことですけれども、例えば資格制度、あるいは長く使うための定期点検制度を組み合わせ

て政策をつくっていったらどうかというふうに思います。 

 私の発表は以上です。 

○大野（輝）委員 浅井委員、どうもありがとうございました。 

 今の浅井委員のご提案に対してこの段階でご質問等ある方はいらっしゃいますか。よろし

いでしょうか。 

 それでは、まとめて最後に議論することにいたしまして、２番目に本日２人目ですが、東

京ガス株式会社の永田委員からよろしくお願いいたします。 

○永田委員 東京ガスの永田です。本日はこのような発表の機会を設けていただきまして、

ありがとうございました。 

 私の発表ですけれども、太陽熱利用の拡大に関する話の前に、まず東京ガスとしてどのよ

うな温暖化対策に取り組んできたかというところの概要をご説明させていただきまして、そ

の後、その中で特に給湯器と太陽熱を組み合わせていく開発に取り組んでおりまして、その

点についてご紹介させていただければというふうに思っております。 

 最初に温暖化対策に関する取り組みですが、当社は１５年ぐらい前、１９９２年に東京ガ

ス環境総合政策を策定して、それを２０００年６月に全面見直しを行いまして、新たに環境
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方針と具体的なガイドラインをつくって温暖化対策に取り組んでおります。特に温室効果ガ

スの削減に関しましてはこのようなガイドラインを設けております。ここに書いてあります

ように、グループの都市ガス事業において、天然ガスの利用促進や都市ガスを利用した高効

率機器・システムの効率向上により、お客様先でのＣＯ２排出量を２０１０年度に８００万

トン抑制する。 

 既にご存じだと思いますけれども、ガスの事業というのは、今ＬＮＧというものを気化し

てお客様のところにお配りしておりまして、天然ガス、都市ガスの製造工程ではほとんどＣ

Ｏ２は出てきておりません。そうしますと、お客様の使われるところでいかにＣＯ２を下げ

ていくかということが非常に重要なことと考えておりまして、そこのところで都市ガス機器

のシステムの高効率化とかコジェネレーション及び他の化石燃料に比べてＣＯ２排出原単位

の少ない都市ガスの利用促進によりましてＣＯ２を抑制していこうというふうに考えて、こ

のような取り組みを行っております。 

 具体的にどんなことをやっているのかというのを幾つかご紹介させていただきますと、非

常に身近なところでガスコンロとか、こういうところでも従来熱効率４６％程度であったも

のを５６％、１０ポイント程度上げるような高効率バーナー、中にはこういうふうに内側に

炎が向くようなバーナーとかも開発しておりまして、このような高効率コンロを開発して厨

房分野における省エネルギーに取り組んでおります。 

 きょう、話のメーンになる太陽熱利用の対象ともなる家庭用熱需要の中で重要なウエート

を占める給湯分野ですが、ここでは潜熱回収型給湯器、ガスエンジン及び燃料電池を使いま

した家庭用コジェネレーションというものを開発、普及してきておりまして、これによって

省エネルギー及びＣＯ２削減、この程度の削減効果があるものの普及を図ってきております。

特に後で太陽熱と組み合わせるという形でまず考えております潜熱回収というものは、非常

に狭いスペースでも設置可能であって、一般的な住宅及び集合住宅にも広く普及しておりま

して、このような給湯器の普及推進を図ってＣＯ２の削減を図ってきておるところです。 

 もう既にご存じかもしれませんけれども、各機器について簡単にご紹介しますと、まず燃

料電池、東京ガスの製品はライフエルと呼んでいます。これは１キロワット程度の発電をす

る燃料電池システムでして、発電効率が高位発熱量基準で３３％、排熱効率４５％程度が定

格ベースでありまして、総合効率およそ８０％を達成できるようなものです。これは今、定

置用燃料大規模実証事業という形で推進しておりまして、０６年度は石油とか灯油とかＬＰ

Ｇも含めて７７７台という販売台数、実証事業の台数になっております。 
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 より普及段階にありますものとして、コジェネレーションのシステムとしましてはガスエ

ンジン給湯器エコウィルというものがあります。これは、先ほどの燃料電池ではなくて小型

のガスエンジンを用いまして、その排熱を熱交換して熱をつくる。あと、エンジンの回転に

よって発電機を回しまして電気をつくるという形で、発電効率は燃料電池よりやや低くなり

ますが、総合効率はこれの場合７７％程度の高効率なもので、このようなものを使ってＣＯ

２の削減に取り組んでいきたいと思っています。これは現在４万7,０００台を全国ベースで

販売しておりまして、今回、東京都さんでも高効率給湯器などの普及促進を掲げられており

ますが、このようなエコウィルとか、次に示しますエコジョーズがこのような範疇に入るも

のではないかと思っております。 

 簡単な紹介の最後としまして、潜熱回収型の給湯器をここに示しています。非常に広く普

及している給湯器でありまして、二次熱交換器を設けて、何しろ排ガスの持つ熱エネルギー

を搾り取ってやろうというものであります。従来８０％の効率をこれによって９５％ぐらい

まで上げられるものです。先ほどの繰り返しになりますけれども、非常に狭いスペースとか

でも設置可能でありまして、熱需要とかが変わった場合でも、瞬間式でありますので、この

効率に違いはなく、どんな場合でもこのような効率が出てくるもので、非常によいものかな

と思っております。東京ガスにおいても、０６年度では６万4,０００台、０４年度と比べて

倍以上の形でどんどん実績がふえてきているものです。 

 このような給湯システムを普及していく中で、ソフト面では、これらの高効率ガスシステ

ムの普及にあわせて植林を行うような活動も行っております。ブルー＆グリーンプロジェク

トと呼んでいるものですが、エコジョーズ、エコウィルの普及にあわせて１台１本の植林を

行うもので、目標５０万本として取り組みを行っております。このような形でガスの高効率

なシステムの開発、普及に努めてきていますが、より高効率なシステムとしていくためには

太陽熱等を組み合わせたシステムの開発が大切であると思って、そのような取り組みを始め

ております。 

 ここから先、開発のコンセプトについて簡単にご紹介していきたいと思います。 

 まず初めに、高効率給湯器のさらなる効率向上の概念的なものを図に示してみたんです。

これまでは先ほど紹介したように潜熱回収等によって効率向上を図ってきましたが、より高

効率な、インプットに対して１００％を超えるようなシステムの開発には太陽熱を併用する

ことが有効と考えております。太陽熱利用を考えるに当たっては、熱需要が日々変化して、

冬期と夏期、あとは日によってかなり違うと思います。また、熱というのは、余った場合系
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統に流すような電気と違いまして、融通することが結構難しいものでありますので、ソーラ

ーシステムの設計、考え方においては、デザインとか設置性なども勘案して、ベースになる

必要量を中心に、その一部を賄うような形で、あと変動分を給湯器で供給するようなシステ

ムが有用ではないかというふうなイメージを持って開発に取りかかっております。 

 このような開発を始めるに当たって、実は昨年あたりから少し検討を始めておりまして、

その中で普及に向けてどのような課題があるのかというものをヒアリング等を行いまして考

えております。その中で幾つもあったんですけれども、１つ大きなポイントとしまして、先

ほどの発表でもありましたが、今魅力ある商品というか、そういうものがなかなかできてい

ないんじゃないか。太陽熱温水器を屋根に置くとしても架台が結構大きくなりまして、屋根

面との整合性がなくなるとか見かけが悪いところがあります。そのほか、仕様としまして、

普通、給湯システムは四、五人家族の一般住宅向けが主流ですが、少子高齢化等に伴いまし

てもう少し小型のものを開発していかないと、特にこのような都市部では普及が難しいので

はないかと考えております。 

 そこで、住宅分野において太陽熱を利用した高効率給湯システムの開発を目指すという形

で、給湯器プラス太陽熱システムで、家庭用の瞬間式ガス給湯器と連携できる次世代型ソー

ラー給湯システムを組み込んで潜熱回収等の給湯器の効率をさらに向上する機器の開発に着

手し始めております。ターゲットとしましては集合住宅をメーンターゲットとして、戸建て

住宅にも応用できる開発をしていこうとしていまして、実は今年度、国交省の住宅・建築関

連先導技術開発助成事業にも公募しまして、その中でも取り組んでいく形にしております。 

 もう少し具体的なイメージとしましては、ここに示しますように、バルコニー設置型のソ

ーラーコレクターをイメージしておりまして、ワンユニットのコンパクト化、手すりとユニ

ットと一体化していくことでのデザイン性、施工性の向上及び低コスト化をねらっていこう

と考えております。 

 また、給湯器接続ユニット等も、ブレンダーユニットの低コスト化を目指して、全体とし

てコストを削減する。 

 あともう１つ、省エネナビユニット、これは太陽熱利用の簡易表示を行って、ユーザーが

省エネライフスタイルを志向できるようなモニタリングもここにあわせて組み込んでいけれ

ば、それによってお客様先で、太陽熱でどのぐらい使っているんだというところがわかって、

よりそういうものの推進になるのではないかと思っています。現在もエコジョーズとか給湯

器にはリモコンの中でエネルックリモコンと言われている、ちょっと見づらいんですが、こ
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のような表示をする機能のリモコンがつけてあります。そのところで昨日の使用量ときょう

の使用量の一覧とか、そういうものの見える化を行って、省エネの運転とか、そういうもの

を心がけるようにしていっていただく形になっております。 

 最後、太陽熱利用拡大に向けた考え方というので、かなり繰り返しになってしまいますが、

第１点としましては、太陽熱利用を拡大していくためには魅力あるシステムの開発が重要で

はないかと私どもは考えております。この会でもいろいろと制度設計という話も出てきてお

りますけれども、制度設計というものは、有効なシステムが見えた段階で、その欠点、それ

を普及していくために何が必要なのかということをしっかりと洗い出した上で検討していく

ことが適当ではないかと考えております。 

 当社としましては、先ほど示しましたような給湯システムのさらなる効率向上の観点から、

給湯器とソーラーを併用したシステムの開発に取り組んでいきたいと思っております。 

 以上で発表を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 

○大野（輝）委員 どうもありがとうございました。 

 今の永田委員のご提案に関してこの段階でご質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。 

 私から１点だけお聞きすると、次世代ソーラーシステムイメージというのを提示していた

だいたんですが、具体的にはどのくらいの開発の目標スパンと申しますか、いつぐらいの開

発を予定しているんでしょうか。 

○永田委員 今まさに緒についたところでして、これから２年ぐらいかけてフィールド等の

試験を行って商品化の手前ぐらいまで持っていければというふうな形に考えております。 

○大野（輝）委員 ほかの方はいかがですか。 

 それでは、まとめて最後に議論ということにさせていただきまして、３番目に大和ハウス

工業株式会社の井手委員、よろしくお願いします。 

○井手委員 大和ハウスの井手と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 私のほうは、６月９日から始まったんですが、レイクタウンというところで５００戸のマ

ンションの分譲がいよいよ幕をあけた状況でございます。きょうは別にそのＰＲに来たわけ

ではございませんので、その概略と事業を行ってきた中で幾つか課題等もありましたので、

その辺を含めてお話を申し上げたいと思っております。 

 まず、簡単にレイクタウンの開発骨子といいますか、状況をご案内いたしますと、もとも

とこのエリアは、元荒川という川が北側にあるんですが、そのはんらんが非常に多発してい

た、冠水しやすい場所である。そのために、住宅建設はもとより農地としても適さない土地
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であったと。国から補助を受けて都市機構さんが総合治水対策特定河川事業と、さらに平成

１１年１２月２４日に事業計画認可を受けた越谷レイクタウン特定土地区画整理事業が実質

的にスタートしたことから始まりました。その中で、やはり水というものを１つ逆に使って

いこうという中で、親水文化創造都市と銘打って、調整池の機能を持たせたレイクを中心と

したまちづくりを行ってきたと。計画人口で２万2,４００人、7,０００世帯のまちをつくろ

うということで始まった事業です。 

 そういう中で、今回、都市機構さんの入札が昨年１月、１８年１月に行われまして、これ

がプロポーザル方式という形で事業提案型の入札であったということでございます。そのと

きに私も入札の現場に参加させていただきまして、その中の環境面での条件といいますか、

その部分で申し上げますと、まずは省エネ型仕様の設備導入によって発生するＣＯ２を２

０％以上削減しなさいという縛りが１点。もう１点、品確法による省エネ等級の４等級を必

ず取得しなさい。３番目に、これは最終義務ではなかったにしても、環境省の街区まるごと

ＣＯ２２０％削減事業がその当時作成されつつあった状況の中で、それができた場合にはモ

デル事業として応募してくださいというような縛りがございました。 

 結果、私どもで応札をした上で落札したんですけれども、当初応募したときには、オール

電化をベースにしたＣＯ２削減２０％の計画で提出をいたしました。落札した後に今申し上

げました環境省さんの街区まるごとＣＯ２削減事業がおりまして、ほぼ私どもの事業も先進

性があるということから認められるでしょうという中で進めてまいりまして、実際に認めら

れ、補助金も受けて事業がスタートしたというのが実情でございます。 

 その中で幾つか課題がございました。社内でもいろいろ紆余曲折もございまして、今まで

やっていたオール電化だけでいいじゃないかということも随分議論としてはありました。た

だ、この中で幾つかあったのが、まずやはり頒価、私どもはディベロッパーであり、民間企

業でございますので、しっかりと売れるのかという問題がございました。実際にこの新しい

設備を導入することによってどうしても頒価、販売価格が上がりました。その上で、どのぐ

らいだったら購入者から評価されるのか、買っていただけるのかという問題がまず１点あり

ました。 

 ２点目としては管理の面ですね。新しいシステムでございますので、メンテナンス、料金

徴収なども含めた管理体制が十分できるのだろうかという疑問点。３番目には、購入価格以

前の問題として、購入者にどんなメリットが出るんだ。オール電化で十分じゃないかという

中のベースがどうしてもありますので保守的な考えがあるわけですが、その中での購入者へ
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の実質的なメリットはどういうものが提示できるんだということがあります。 

 もう１つ、最後に、内面的といいますか、実質的な部分じゃないかもしれませんが、お客

様に評価してもらえるような私どもからの説明の仕方、説明ツールがしっかりできるんだろ

うか。こういういいものですよと言ったところで、お客様に実際に買っていただける、評価

していただけるような形までご説明が実際できるんだろうかという疑問がありました。 

 今４つありましたが、その中で１番目と３番目です。頒価の部分と購入者へのメリットと

いう部分ですが、先ほどの環境省さんからの補助金を受けることによって、正直ベースで１

０％前後は相場より値上がりしているんじゃないかという気はしています。ただ、これはい

ろいろなメリットをご説明することによって払拭できる範囲ではないかと考えております。

その１つにはやはりオール電化から見て、使い勝手の部分、火を使わない中での安全性です

とか使い勝手、それから空気環境も、室内環境もいいということからうたえるんじゃないか

ということで考えてまいりました。 

 あと、電気とガスを一括購入することで、先ほどの太陽熱で温めたお湯を補助燃料として

はガスを採用して温めて供給しますが、そのガスと電気を一括購入することによって低減す

るということで、お客様のメリットを図っていこうというふうに考えました。 

 それから、管理上の面ですけれども、これは当社で以前から札幌地区で行ってきました。

これは地域的な側面もあるんですけれども、街区まるごとでコジェネも使った中でセントラ

ル給湯を行ってきた実績がございます。それは、北海道でございますので敷地内の路面凍結

を防止すること、各戸の暖房、給湯にセントラル方式で対応していったという実態がござい

ます。その中で、マンションの本来の管理会社と設備の会社が共同して管理運営に当たると

いうことで、これも不安を払拭できたかなと今思っております。 

 それから、購入者に評価してもらえるような説明関係ですが、先ほども言いましたように、

ランニングコストがやや下がるというところが言えます。現実に電気でいきますと５％、ガ

スを含めた給湯関係で、そのほかのランニングコストでやはり５％程度は下がるんじゃない

かと今試算は出ております。結果としてお客様がランニングコスト、それからライフサイク

ルコストが下がってくることによって、ＣＯ２の削減につながり、温暖化対策にもなってい

くことになるマンションですよという説明が十分できるかなと思っております。 

 それから、従来のマンションの管理と変わらない部分で、そんなに煩わしさはないですよ

と言えるようになってくるかな。先ほどの管理の部分を申し上げたところでございます。 

 あと、室内ではＩＨヒーターを採用しております。室内ではオール電化と全く変わらない
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使い勝手ですよという中で、貯湯槽ですとか、そういった室内に出てくる、ある意味でマン

ションの中では余分な部分、そういったデッドスペースがなくなりますという中でのメリッ

トも十分うたえるかなと思って、今回これを採用していったという状況です。 

 この中でほかに具体的というほどでもないんですけれども、議論になった部分がございま

す。例えばローン、お客様はほとんどの方が住宅ローンを使われて買われるわけですけれど

も、その中で多少なりともローンの金利優遇などがないだろうかと検討をしてまいりました。

これはあくまでも今回の環境対応だからということではないんですけれども、共同事業主で

あります大栄不動産が埼玉りそなさんの子会社ということもありまして、環境対応ではない

んですが、若干そういう金利優遇もしましょうということはありました。むしろ環境対応す

ることで何か優遇金利ですとか、そういったものに発展できるようなシステムができればい

いなという気はしております。 

 先ほど発表された方の中にもありましたが、やはり住民税、都市計画税、固定資産税など

の地方税が安くならないだろうかと。これは毎年かかってくるものですが、住んでいる方に

とってこういうものが毎年安くなるということがあれば大きなメリットになるんじゃないか

と思います。 

 それと、登録免許税とか消費税、住宅の消費税が建物に対して５％かかってまいります。

非常に大きな金額なんです。買われたとき１回だけにはなりますが、これも安くならないだ

ろうか。 

 さらに、現在もありますが、住宅ローン控除も所得税を下げるという施策の中で何か形を

変えて取り組むことができないだろうかという思いがあります。 

 先ほどオール電化のお話もしましたが、現在は個人住宅にも、オール電化である程度基準

を満たして申請をした場合に、全部が認められるわけではないんですが、奨励金という形で

東電さんから５万円が各家庭に渡ります。これはあくまでも東電さんのあれですが、国とか

自治体、そういったものからそういうものもあると非常にいいんじゃないかなという気がし

ております。 

 最後に、ディベロッパーからの視点ということで３つほど提案がございますが、１つは補

助金、助成金、つくる側に対しても何らかの形で助成があると非常にうれしいなという限り

です。 

 もう１つ、国、都あるいは第三者機関からのお墨つきといいますか、何々認定住宅という

ようなものがありますと、ある意味でそういうものを採用しているディベロッパーかという
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ことで、会社の評価と言っていいんでしょうか、そういったものも多少なりとも上がるかな

ということで、こういうものも必要になってくるかなと思います。例として言えば、ＣＯ２

削減等級とか環境配慮対応等級とか、単純な省エネ基準ではなく総合的な評価としての等級

もある程度必要になってくるんじゃないかと思いますし、それが売りにもつながってきます

し、お客様からの評価につながってくるかなと思います。 

 最後に、これはかなり実現は不可能かなと思っているんですが、例えばこういう優良なも

のをつくろうとした場合に、一定規模以上、一定条件以上のものに容積ボーナス。総合設計

制度がありますけれども、それに似たようなものと言っていいのかどうかわかりませんが、

一概にすべてができるとは思いません。もちろん立地条件にもよりますし、用途地域にもよ

るし、いろいろな条件が加味されると思います。一概に全部ということではなくて、ある程

度条件を満たせば、そういうものも含めて検討できるのではないかなという気はしています。

ディベロッパーサイドからすれば、そういう容積がプラスされることによって実際にお客様

に供給する頒価が少しでも下げられることにもなり、太陽熱を含めた利用拡大につながって

いくんじゃないかなと思います。 

 私からは以上でございます。 

○大野（輝）委員 ありがとうございました。 

 では、今のご発表に対してご質問のある方はいらっしゃいますか。よろしいですか。井手

委員、どうもありがとうございました。 

 それでは、本日最後のご発表になりますけれども、エックス都市研究所の関家委員、よろ

しくお願いいたします。 

○関家委員 エックス都市研究所の関家です。お手元の資料４というＡ３のペーパーがあり

ますので、これで提案資料を説明させていただきたいと思っています。 

 今回、太陽熱のエネルギー利用拡大方策について（案）、どういった拡大方策があるのか

という形を整理してみました。１つの例として、Ａ３の左側に書いているのが利用拡大方策

のイメージ、その体制と関係者の役割を整理しています。右側には、それを踏まえて当面検

討が必要なものは何かという検討項目と方向性という形になっています。 

 どういった形が１つ方法としてあるのかということですけれども、ペーパーの上に一番最

初に４行ぐらいで書いているところです。まず、仮に太陽熱等利用拡大組織という形のもの

を１つイメージして、ここが一定の基金を活用して太陽熱利用システムを建物の施工・販売

業者、オーナーさんに貸与する。メンテナンスつきリースというようなイメージで貸与して
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しまう。これによって導入を理解してもらいやすくなる形をつくろうと。 

 その貸与したリースというのが使用料金はどういうふうにして回収するかという話ですけ

れども、これについてはリース料金、仮称ですけれども、太陽熱利用拡大会議が本システム

を導入すること、太陽熱を導入してガス代とか光熱費が下がりますので、そこから実際に回

収していこうという形で事業を運営していこうということです。これによってオーナーとか

入居者に負担のない仕組みができて、太陽熱が利用拡大されて、ＣＯ２も削減されるのでは

ないかという形です。一方で、「また」というところで、一定規模の建築や大規模補修、こ

ういったときには建築指導などによって円滑な誘導を図っていく。一方でそういう指導なん

かで誘導を図りながら、ある程度お金の面も考えながら運用していくシステムを考えていこ

うというのが提案です。 

 フローを下に書いているんですけれども、このフローで簡単な流れを説明しています。大

きく関係者という形では太字でＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇと書いているんですけれども、

一番上には自治体（東京都）、こういった形がある。真ん中の左側には建物の施工・販売業

者とかオーナーさんがいる。その下のＤはシステムの設置業者、太陽熱を実際に施工するよ

うな会社がいる。もう１つ、メンテナンス会社という形が必要になってくる。それと右側に

太陽熱の利用拡大組織、その下には当然エネルギー供給としてガス会社がいるというような

形になっています。 

 実際にどういうような流れで運用されるかという形を一つ一つ流れにして、番号の①、②

という形で書いています。まず①、フローの真ん中ぐらいのところですけれども、システム

の内容を実際に協議する。これはオーナーとかシステムの設置会社が実際に協議する形が最

初になるだろう。フローの真ん中ぐらいの②ですけれども、これが決まればシステムの発注

依頼を太陽熱利用拡大組織に発注する。③で、実際には基金を活用するという形で自治体が

確保した基金の申請を行って、④は、下に書いてあるところですけれども、基金を実際に、

例えばの話ですけれども、無利子で貸し出してもらうような契約を行う。それによって、⑤

番目、下のシステムの設置会社にその組織が工事を発注する。工事発注した後にそのシステ

ムの会社からシステムを買い取ってしまうという形です。⑦番目について、買い取ったシス

テムを建物のオーナーとか建設施工の販売業者に貸与する。貸与した後に、⑧、その使用料

金を徴収していく。徴収した使用料金を、⑧番で回収したお金を上のところ、自治体さんに

基金として貸し出してもらった元本の返済に充てる。一方で一番下に書いているメンテナン

ス費の支払いにも充てていく。こういった組織運営で具体的に進めていけばどうかという形
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です。 

 このフローの中で赤い四角で囲んだ線のところが現状の関係者で特にできていないところ、

また弱いところ、メンテナンス会社みたいなところが実際には育っていないところがあるか

な。この辺をフォローしながら実際にこういった形で回していけばどうかという形です。 

 下に関係者の役割で少し具体的に書いていますけれども、例えば自治体さんは基金の確保

が必要になってくるだろう。あと、建築時の指導、最初に建築時の指導を具体的にどうして

いくかという形を検討する必要があるだろう。その次に、実際に動き出すときにはやっぱり

一定のマーケットが必要になってくるので、そうしたマーケットにも初期段階では市場の創

出も重要になってくるだろう。これは都営住宅とか都民住宅の活用も考えられるのではない

か。 

 あと、太陽熱利用拡大組織は、なかなか事業として乗りにくいところもありますので、こ

ういったところを動かすとなると一定の信頼性が必要になります。こういったところに自治

体さんが協力する形が役割として考えられるのではないか。 

 Ｂ、Ｃ、その右側ですけれども、施工業者とか販売業者、オーナーさんは、建築時の太陽

熱の導入を検討する。あと、入居者やテナントへのＰＲ、実際に販売していく形になってき

てＰＲするとなると、建物のオーナーとか建築物の施工・販売業者が具体的にやる形が一方

では軸になるのかなという感じがしています。 

 その次、システムの設置会社、メンテナンス会社は、こういったシステムを回すのに具体

的なシステムの提案ができていないと成り立ちませんので、こういったシステムの提案をき

っちり出してもらって、工事に当たっての低廉化、デザイン性の向上という形を頑張ってい

ただく。 

 あと、先ほども話がありましたように、長期のメンテナンス体制の構築、こういった形も

メンテナンス会社さんとかシステムの設置会社さんが軸になって少し体制を強化していく形

が考えられるのではないか。 

 その次、Ｆ、ガス会社は、なかなか太陽熱だけでは実際には全部利用者を満足するような

形にはなりません。雨の日とかそういう日もありますので、当然補助熱源が必要になってく

る。こういったときには補助熱源の供給が役割になるだろう。あと、先ほどお話がガス会社

さんからもありましたように、太陽熱とガス事業との連携強化、ガス給湯器への接続とか連

携で協力していただく形が１つの方向としては考えられるのではないか。 

 Ｇが最後、その利用拡大組織を実際に構築していく。ここでは運営方針やシステムの実際
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の審査、基金なんかを活用する場合にはその審査基準も必要になってくるだろう。あと、太

陽熱の供給事業を回していくに当たっての具体的な運用、審査とか料金の収受、管理、資金

調達を担っていただく。こういった形の組織ができれば回っていくのかなという気がしてい

ます。 

 右側で、実際にこういったシステムを回していくには当面どういったことが検討事項で考

えられるのだろうかということです。一番上の四角で書いているところ、まず活用が考えら

れる太陽熱利用システムのイメージを構築する。幾らこういう体制を言っても、具体的にど

ういったシステムがあるのかという話になっては前に進みませんので、それを具体的にまず

抽出して具体化していくイメージを持つという形が重要かなと。 

 例えばシステムをイメージするときに、経済性とか品質が１つの判断基準となりますので、

例えば単純投資回収年を１５年――実際にはできるだけ短くすればいいんですけれども、こ

ういった形を決めて、その中でいろいろなシステムを出していただく。あと、システムの耐

用年数がありますので、システムの想定耐用年数２０年以内。単純投資回収年が１５年で、

２０年システムがもてば何とか成り立つ。こういった形の１つの判断基準の中でいろいろな

システムを提案して、抽出していく形が最初の検討になるのかなと。 

 その次に、建築指導・誘導方策の検討が重要になってくるだろう。上の「○」にＣＯ２削

減の評価基準と評価方法の検討。実際に指導をしていく、誘導していくとしたときに、どん

な基準でどういうふうに評価していくのかという軸が見えないとなかなか評価できないこと

になりますので、その方法を決めていく。特にその辺で課題になってくるのは、今感じてい

るのが、システムを導入するときに建物側の基準をどういうふうにするのか。例えば建物側

で熱負荷の環境対策基準という形を明確にしていかないと、太陽熱を入れても、暖房を入れ

てもどんどんとその熱が逃げていく形になりますので、この辺の明確化。 

 あと、設備だけで実際に回していこうという形も無理がありますので、実際にはきちっと

した建物側で、どういった形で対策できるかというパッシブ系みたいな形をＣＯ２で評価す

る形も抱き合わせて検討していく必要があるだろう。 

 その次の「○」の２つ目ですけれども、そうしたときにＣＯ２削減を一体何％に設定する

のという話になったときに、例えば２０にするのか２５にするのか。そういった形の設定を

実際には経済負担とかその辺を勘案しながら指導していく、この辺の判断の検討が必要だろ

う。 

 多分、今、太陽熱だけの議論をしているのですけれども、実際の建築指導という形になっ
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てくると、太陽熱だけでなくて、再生可能エネルギー全般の中で太陽熱をきちっと位置づけ

て誘導していくことが想定されるだろう。 

 最後の真ん中の「○」ですけれども、設定するといっても、実際にどういった対象の指導

範囲にするのかを明確にしていく必要があるだろう。この判断基準と削減率、それから指導

対象を、大きく全体を勘案しながら方向性を決めていく形が重要になってくるだろう。 

 その次に、太陽熱利用拡大組織の構築。実際にないところは赤で書いた部分で組織がない

ので、当然組織が必要になってくる。組織でまず何を検討しなきゃいけないかという話にな

ったときには、組織の基本形態、非営利にするのか、実際には営利でやっていくのか。仮に

非営利であったときに、どういったメンバー構成でやっていくのか、その辺を考えていく必

要があるだろうということです。 

 その次に、基金を活用するときの審査基準、何でも基金を出していいかというと成り立た

なくなりますので、実際に判断基準を明確にしていく。特に経済性をある程度判断基準に入

れたときには、その経済性を検討する前提条件も１つ整理しておく必要があるということで

す。 

 それから、メンテナンス体制、ここの部分の委託先がないので、こういった委託先の部分

をどうしていくかという検討も必要だろう。 

 最後に、「○」で書いています運営手法の具体化、実際に料金の収受とか設定方法を検討

して、この組織がどういうふうな形になっていくかという基本的なイメージをする。 

 全体としてはこういう形で検討しながら、左に書いているような太陽熱エネルギーの供給

事業を関係者で協力していきながら回していけないかという形です。 

 最後に、モデル事業の実施という形で書いているのは、これを実際に始めるに当たってい

ろいろやり出すと課題が出てくるので、１つこういった形のモデル事業を具体化して実際に

つなげていく方法も考えられるのではないかと思っています。 

 以上が私からの提案です。 

○大野（輝）委員 関家委員、どうもありがとうございました。 

 何かご質問はございますでしょうか。では、関家委員の提案は全体的な仕組みのご提案で

もありますので、全体の中で議論してまいりたいと思います。どうもありがとうございまし

た。 

 それでは、ちょうど前半、１時間ちょっとたちまして、４人の委員の方からご提案をいた

だきましたので、後半はこれに基づいてそれぞれ質疑でございますとか議論をしてまいりた
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いと思います。どなたからでも結構でございますけれども、全体を通してご意見をいただき

たいと思います。いかがでしょうか。 

○中島委員 それぞれ適切で、私としてもご提案そのもの、それぞれのお立場でのご提案に

関しまして敬意を表したいと思っております。 

 その中で質問としては、今の大和ハウス工業さんのお話では越谷のレイクタウンを軸にお

話しされていました。最初に、全電化住宅を基本にして進められたということですが、最初

から全電化住宅ありきということではなくて、進め方の段階で熱利用と電力利用の需要割合

を分析されて、その上で全電化が採択されたのか。あるいは、普通オフィスビルの電力かガ

スかという選択の場合、必ず議論が出てくるわけですね。それについては本来、合理的なと

いうか、エネルギーコストもさることながら、ＣＯ２排出量に対してどうかという評価は今

のところまだされていない。議論の途中経過はあるにしても、そういう議論の結果出てきた

組み合わせというか、あるいは選択かというものについては議論していない。議論したにし

ても、本当に評価してそういう熱源の選択をしたのか、ちょっと疑問になるところが多いも

のですからそれでご質問を申し上げるのですけれども、このレイクタウンに関してはそうい

うスタディーをどこまでされたのかということについてお伺いしたいと思ったんです。 

○井手委員 最初、ＣＯ２２０％削減のプロポーザルの中の条件があったんですが、その中

で私どもとしては非常に低次元かもしれませんが、そこまでの深い議論は確かになかったで

す。というのは、今まで経験知としてオール電化を採用してきた中でお客様のメリットがあ

る程度私どもも実感としてわかってきた。もちろん途中の議論の中では、本当にオール電化

でいいのという疑問もありました。ただ、これは私も技術のあれはわかりませんが、計算上

２０％削減できる１つの方法としてオール電化を入れ、なおかつ当然ながらエアコン等の実

装をする中で、非常に高効率のエアコンを入れるとか、エコキュート、そういったものを入

れるとか、そういう複合的なものの中で２０％削減が十分できるという判断のもとで、まず

はそこでトライをしていこうという判断になりました。 

 その議論の途中でも太陽熱を利用した今回のシステムのお話も、環境省さん、都市機構さ

んからそういうお話も当然ありまして、それについては途中の議論としては幾つかありまし

たが、まだ私どもで取得もできない段階で、これは民間企業の宿命でございますが、なかな

かそれ以上進められなかったというのが正直なところでございます。最初の取り組みは確か

にまずは最低限の条件を満たすだけでいくしかないだろうというところとコスト部分、見え

ない部分を幾ら追求しても、申しわけないけれども、わからないねという部分もございまし
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たものですから、まずはそういうところから取り組んだというのが正直なところでございま

す。 

○大野（二）委員 資料１の太陽熱利用拡大の浅井委員からの説明の中に補助制度と、これ

は今後の導入のために必要なんだろうなと思うわけです。もちろん今あるエネルギー、電力

だったり、あるいはガスだったり、そのものを自然エネルギーに変えることに対して、私の

経験で、あるいはそれでいいのかなと思ったのは、太陽光発電は大変盛り上がったんですが、

あれはキロワットで定格で個人の家にあげてしまうということがあって、それは発電しよう

がしなかろうがというか、そんなことはないのでしょうけれども、ＰＶであればキロワット

アワーでこれだけ削減したから普通のエネルギーよりはきちんと下がりました、ＣＯ２がこ

れだけ下がりましたということに対して補助を出すべきであって、個人に出すというのはど

うも今どきの行政としては違うんじゃないかな。 

 結果、ＣＯ２を減らすことによって、それがたまたま個人に与えることが見えるんだけど

も、それは世の中全体のＣＯ２を下げるためにあるんだという位置づけですね。そういうふ

うにしないと、なかなか今の社会は補助はいかんぞみたいなことになっていますし、特に諸

外国からはそういうことを指摘されますので、そういう仕組みになってほしいなというのが

１つ。 

 一方、太陽熱は当然利用したいわけですが、いろいろな改修をするときに建物の性能が上

がらなければ全く意味がないので、それと抱き合わせのような、太陽熱だけじゃだめよとか、

あるいはほかも省エネ改修することによってインセンティブを与えるとか、そうしないと使

い放題で何かむだをしているということも変だなと思いますので、そこの点ですね。それは、

東京の耐震改修が進まないことがあったりして、耐震改修するときは壁を外したり、そんな

ことをやるわけで一緒に、行政としては一体としてやる効率的な運用というんでしょうか、

そういうほうがいいかなと感じました。 

 それから、越谷のレイクタウンの話ですけれども、これは大変すばらしいなと実は思って

いるんですが、マンションディベロッパーさんはどうしても売り切りにしたいわけですね。

早く回収したいというのがあって、なかなか全体でやるのを敬遠するというんでしょうかね。

ただ、メンテナンスあるいはエネルギーサービスみたいなことを考えると、ビジネスモデル

としてすごくいいなというか、東京もそこそこできてきてしまうと土地もなくなり、新たな

建設がなくなるとすれば、もう業界がなくなってしまうことがあるわけで、そうじゃなくて、

エネルギーサービス会社みたいなものとして継続していく。あるいは、売り先のユーザーさ
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んをずっと見ていくというか、そういうところからいうと、すごくおもしろいと思うんです

ね。 

 それから、メンテナンスとか維持管理をちゃんとしないとマンションというのはあっとい

う間に変なことになりますから、それをやるためには、もちろん会社がありながら、マンシ

ョンというのは大体共有ですから、理事会を持っているわけですね。理事会を持っていると

いうのは、いろいろな問題を共同で話し合う場が最初からあるということからいうと、すご

くやりやすい。あるいは、戸建てだと非常に難しいところがあるんですけれども、マンショ

ンだと共有部分がかなりあって、お互い隣のごみ出しの問題とか子どもの問題とか老人の問

題も一緒に考えられるという意味で、少し共用化していくというんでしょうか、昔で言うと、

やや里山のような地域で、少しでも自分たちの手で暮らしていくような契機になればいいな

と思います。 

 もう１つ、太陽エネルギーをどの程度、先ほどのテラスにつけるタイプですけれども、太

陽熱寄与率がどのくらいになるのかな。要は、最低ベースでおっしゃられていましたけれど

も、その辺の考えがどういうふうになっているのか、もっと導入できるのか、あるいはバラ

ンスがあるのでしょうけれども。 

 いろいろなことを思いついて言ってしまいますが、私も実際のいろいろな設計をして、現

状のいろいろなシステムとかパッシブなんか入れながら設計をしても、ＬＣ－ＣＯ２の削減

を２０％やるのは非常に大変なんですね。今ＣＡＳＢＥＥのＳランクをとろうと思っても大

体そんなものですね、実際やるのは。ただ、それだけでは５０％にはいかないわけですから、

東京都全体で５０％やるということは、もちろん建物だけでやるわけじゃないので、全体と

してやるわけでしょうから、そのときに我々建築関連業界もやらなきゃいけないんですが、

ある程度ターゲットがないと、何でもかんでもやれというのもどうも違うな。やはりあり得

るある程度の方向があって、何年度までこの辺をやるよと。多分よく見れば出ているのかも

しれないんですが、流通関係とかその他の原単位でどうするのかな。２０％というのは今の

技術で多分いけるんじゃないのかなと思うんですが、５０％はかなり大変だなという気がし

まして、幾つか疑問点をお話しさせていただきました。 

○大野（輝）委員 いろいろな論点を出していただいたのですけれども、最後のところだけ

私のほうで先にお答えしてしまいますと、分野別で東京都でどうするかという話は、東京都

の環境審議会で環境基本計画改定の議論を今しているんですが、その中でも各委員から出さ

れまして、一応この前出した「中間のまとめ」の中では、最終まとめまでに分野別の目標に
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ついても固めていこうというふうな話になっております。ですから、まだどこの分野でどこ

とは言わないんですが、個人的な感じで、家庭部門は相当ポテンシャルが高いんじゃないか

なと思っていまして、かなり大きな削減を目指していかなければいけないんじゃないかと思

っております。 

 それでは、飯田委員と永田委員が手を挙げておられましたが、先ほど永田委員へのご質問

がありましたので、先に永田委員にそれも含めてお答えいただきます。 

○永田委員 それでは、大野（二）委員からの大体どのぐらいの太陽熱の割合かというご質

問に関してですけれども、これもまだ今まさにどのぐらいの容量が適正なのかというものを

実証というか、実験で比べながらという形で進んでいこうと思っております。まだ明確なと

ころは申し上げられませんが、１０％から２０％というところを、ベランダに置くとなると

いろいろ大きさ等の制約等もありまして、それぐらいのところがねらえるのかなと考えて、

トータルでの効率は１００％を超えるところを目指していきたいと思っております。 

 あと幾つかあって、最後に利用拡大に向けた考え方のところで示させていただいた制度設

計とかに関してですが、先ほど大和ハウスさんからも容積率の緩和という話もちらっと出ま

した。本当にシステムというものが見えてきた段階で、何がそれを普及させるために必要な

のかというものを考えていくことが重要なのではないかと思ってこのような提案をさせてい

ただいたということです。それがもしかしたら容積率の緩和みたいなものになるかもしれま

せんし、今も幾つかメンテナンスが結構重要だというふうなことですと、そういうメンテナ

ンスを行うところに対して何らかの支援を行うことも１つの考え方としてあるのかなと感じ

ております。 

 あと、先ほどオール電化という話が出て、ここのところの本題ではないと思うんですけれ

ども、やはりガスのシステムで、特にエコジョーズと言われる潜熱回収型給湯器は、お客様

の人数とかそういうものによらず非常に高効率なところをキープできるものなんですね。い

ろいろと使い勝手とかそういうものによって選択されるシステムは変わってくると思います

し、例えば台所のＩＨとかも、効率の面からいけばガスのほうがすぐれていると思っていま

すので、そういうところはつくっていく対象によっていろいろとベストバランスというか、

ベストミックスを考えていくのが適当ではないのかなと感じました。 

○飯田委員 じゃ、私も皆さんに一言ずつ。 

 最初の矢崎さんには、前回も中島先生から歴史的な経緯のお話があったので、昔の失敗を

きちんと洗い出して今回同じ轍を踏まないことがすごく大事だと思いますので、中島先生の
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話とか今回の矢崎さんの分析をより一段と踏まえておくことが大事かなと。１ページ目に過

去の経緯がありますし、そこに幾つか問題点があったと。基準がないとか、サービス、メン

テナンス等々ということが書いてあって、それの対策として幾つかご提案されたんだろうと

思います。 

 政策のところは今後議論するとして、下流側の最後のシートの製造・販売・施工・サービ

スのところで、こちらは矢崎さんの本業に近いので、ここをもうちょっと踏み込んで聞かせ

ていただければと思いまして、まず評価の仕組みは、どういうものを評価して、どういうも

のを評価しないのか。 

 標準化の手法でコストダウンするというところもあるのですが、これも具体的に何をどう

いうふうに、どのように標準化すればいいのか。 

 それから、販売、施工業者の資格制度、これも１ページ目に、このあたりに問題があった

というふうにご指摘されているので、何のどこをどういうふうに改善する方向で資格制度を

つくればいいのか。 

 定期点検制度の義務化、この義務というのはなかなか難しいような気もするんですが、こ

のあたりを具体的に。過去の問題点がこうだったので、今後はこういうふうにというところ

をもう一段踏み込んでお聞かせいただければと思います。 

 永田さんには、次世代ソーラーシステムの話も聞くとして、まず個別のソーラーというよ

りは、電力会社と並んでガス会社はユニバーサルサービスのユーティリティーでいらっしゃ

るので、要はソーラーシステムがエコジョーズ、エコウィル、ライフエルともハーモナイズ

する形で提供されているのかどうか。東京ガスさんが例えば施主さんなり、設計者が太陽熱

をつけたいんだと言ったときに、いや、この機器ではつかないというようなことがあるのか

ないのか。接続のテクニカルな問題と、もう１つは会社としての空気というか、やはり太陽

熱をつけるとガスの売上減に直結することは確かなので、そのあたりの会社の姿勢としては

どうなんだろうか。 

 次世代ソーラーシステムの技術的にはともかく、もう１点は、このシステムについては、

東京ガスさん独自のビジネスモデルなのか、あるいはこういうものを設置して、これ自身を

いろいろなソーラーシステムの会社がそれぞれ、要は東京ガスさんが受け皿となってここの

技術開発を促していく囲い込まれたビジネスモデルなのか、オープンなビジネスモデルを想

定されているのか、これを聞きたいなと思います。 

 それから、大和ハウスさんのは、電気、ガスについては一括購入されているということな
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ので、太陽熱についてもあわせて管理組合が熱供給事業のような形で料金徴収されているの

かどうか。その場合、どういうふうにメータリングされているのか、教えていただけますか。 

 最後のエックス都市さんのは、今後――今後といってもあと１回かもしれませんが、こう

いうスキームとかをこの中で考えていくのだろうと思いますので、これも幾つかのたたき台

の一案だろうと思います。これは細かく議論するといろいろあるので１点だけお伺いすると、

Ｇの赤枠で描いてある太陽熱等利用拡大組織、ここの性格が非営利と図の中では書いてあっ

て、右側のところは営利、非営利と両方あり得ると。ここが認証組織のような中立機関であ

りつつもお金を取るビジネスでもあって、非常にぬえのような役割になっていて、ここがあ

る意味で競争が働く部分と本当に第三者機関と分離したほうがいいような気がするんですが、

ここが一枚岩になっているところは違和感があって、このあたりをもう少しお聞かせいただ

ければと思います。 

○大野（輝）委員 それでは、順番によろしくお願いいたします。 

○浅井委員 まず最初に、大野（二）委員の補助というのは問題があるんじゃないかという

発言でしたけれども、決してそういうことを言いたいわけじゃなくて、初期投資をどうやっ

て抑えていけるのか、それに対してどういう手段があるのかということの１つの方策だ、や

り方だと思っていただきたいと思います。直接お金として渡らなくても、ほかにやる方法は

幾らでも恐らくあると思いますので、そういう方法を考えていく、そういうふうにとらえて

います。 

 それから、先ほどの質問ですけれども、製造云々というところでもうちょっと具体的にと

いうことです。評価、認証制度みたいなことを書きましたけれども、過去には優良ソーラー

システム認定というようなものがソ振協の中にありました。これはＪＱＡ（日本品質保証機

構）が試験装置を持っていまして、ここで性能、信頼性を評価して認定していたと。ところ

が、そういう認証機関、試験装置を持って実際検査できるところがなくなってしまいました

ので、それが今は自社試験というような形でやられています。そこのところをもう少しちゃ

んと品質、性能を確認できるところが必要じゃないかと。 

 どうしてなくなったかというと、評価する物がなくなったということが多分大きな理由だ

と思います。ですから、今現在ある太陽熱メーカーだけというふうに考えると非常に検査点

数も少ないので、いかにコストをかけずに評価ができるような施設あるいは組織をつくって

いくかということが大事じゃないかなと。 

 それから、機器とか施工の標準化に関しては、機器の標準化はある意味で建材化というと



 26

ころにつながっていくと思いますけれども、住宅の建材としての位置づけができるような、

簡単に言えば、どこの屋根でも簡単に取りつけられる、そんなイメージです。もう１つは、

施工に対して非常にコストがかかるということがありまして、この施工の標準化、これは具

体的にどうやってやればいいかわかりませんけれども、そういうことも含めて考えていく必

要があるなと思います。 

 それから、販売、施工業者の資格ですけれども、過去には施工に関してはＢＬでしたか、

たしか資格制度みたいなものがありました。ただ、それは持っていないとできないというこ

とではないんですけれども、一応そういう制度があって、残念ながらＢＬの中から太陽熱関

係の商品は消えてしまいましたので、現在全くないんですね。そういうものをちゃんとした

施工ができる教育なりなんなりをした人たちをどうやってつくっていくかということが大事

かなと思っています。 

 それから、点検制度、私も過去につくった建築を何件か見ているんです。例えばここに浜

松プレスタワーというビルの掲載があるんですけれども、２０年前の建物なんですね。２０

年前の建物ですけれども、ここは管理体制が非常にしっかりしていまして、トラブルがあっ

た二、三枚はかえていますけれども、ほとんどの集熱器は２０年前のものをそのまま使って

いる。去年、おととしぐらいに冷凍機だけはかえましたけれども、集熱器はそのまま使って

いる。何でそうやって使えるかというと、やっぱりメンテナンスなんですね。メンテナンス

が悪いところは１０年もたたないうちに非常にひどい状況になっているところが少なくない

です。 

 そういう意味で、住宅もそうなんですけども、住宅に対してもやっぱり定期的なことをや

っていかないと有効に使えないということだと思います。ですから、そういったものを我々

の会社では定期的な点検をしてくださいというお願いをしていますし、物によっては保守点

検という契約をしてやっているんですけれども、残念ながらそういったところにお金をかけ

ていただけない施主というんですか、お客さんが非常に多いものですから、そういう意味で

ここのところを何か改善していかないといかんなと思っています。 

○永田委員 飯田委員からのご質問なんですけれども、まず第１点目が高効率給湯器のシス

テムにハーモナイズする形で供給できるような形になっているかという点ですが、先ほど申

しましたように、瞬間式の給湯器にはオプションでというか、太陽熱利用のものを組み込む

形には現在でもできるようになっていると聞いております。それは市販のものと接続してい

くという形ですが、あと燃料電池とかガスエンジンの現状のシステムに太陽熱を組み込むと
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いうのについては、今のところそこはまだないのではないかなという状況です。 

 結構、熱のやりとりとか、あとは一緒に発電するというので、総合効率の面から見て本当

にそれが有効なシステムかというのをしっかり検証しながらやっていかないと、こういう分

野は難しいのかな。将来的にそういうところももちろん考えていければいいんじゃないかと

思いますけれども、現状ではそのような段階だと認識しています。むしろ太陽光発電との組

み合わせというか、ダブル発電とか言っていますが、こういうコジェネレーションと太陽光

発電の組み合わせでやっていくものはございます。 

 あとは、接続の面に関して、テクニカルな面とガスの売り上げという面に関してですが、

テクニカルな面というのは現状のものでもつなぎ込めるものはあるという形で、今回ご提案

させていただいた一体型のものは、よりそういうところを簡易で低コスト化を目指して、な

おかつ信頼性の高いものにしていくような形で接続ユニット等も考えていければいいなと思

っております。 

 あとは、こういう高効率なシステムというのは、やっぱりエネルギー利用者として推進し

ていかなくてはいけないものだという形で考えておりまして、その点で省エネ、今ある給湯

器のより高効率化という面で取り組んでいきたいと思っております。 

 最後の質問は、開発が囲い込みというか、ビジネスモデル……。 

○飯田委員 ほかのソーラーシステムの事業者さんに開かれた形でできるのかなと。 

○永田委員 私どもだけではやはり最終的な製品はできないわけでして、メーカーさんとか

いろいろな方を交えてこういうものは考えていきたいと思っております。 

○井手委員 先ほどのご質問の中の料金も含めた徴収関係でしょうか、こちらについてはや

はり管理会社がすべて徴収、管理をしていくことになっております。もちろん、電気につい

ては各戸メーターをつけております。給湯を含めた暖房関係の費用についても各戸にエネル

ギー消費メーターというんですか、ちょっと名称を忘れましたが、そちらのメーターを各戸

につけまして、それをすべて管理会社で管理し、徴収していくことになります。 

 もちろんガス会社さんから一括購入するわけですので、要するに使っても使わなくてもと

いう定量の部分と、使った部分の従量部分というんでしょうか、そういったものの比率も全

部決めまして、今私は資料を持ってきていませんが、平等になり、なおかつ運営も十分機能

するようにその徴収の仕方というのは決めさせていただいております。 

○関家委員 太陽熱利用拡大組織の性格ですけれども、正直なところ、いろいろな方に意見

をいただきたいと思っています。今私が思っているのをもう少し具体的に言いますと、先ほ
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どここに書いている、２つに中が分かれているんですけれども、コントロール組織と実働組

織というふうにイメージを分けました。今、認証組織というふうに左のほうで言われた形が

私がイメージしているコントロール組織になります。ただ、認証組織という既存の形だけを

想定したときには、下の実働組織、これは相手先の与信の問題とか料金収受で非常に業務的

に大きくなってくると重い部分があるので、ここはどちらかというと私のイメージは、既存

のリース会社が現状事業としてやっているところなので、もうここに完全に切り離すと。 

 ただし、リース会社という部分が実際にコントロールを最初にし出すとしんどくなるので、

その非営利という部分の認証組織からスタートしているところが実際事業全体をコントロー

ルする。この部分が建築指導との絡みも含めたり、基金の利用の判断基準も含めたりしてコ

ントロールする。非営利の団体という形が最初のスタートで動かしていくというのが、どち

らかというと私の考え方です。 

 最初は、私は非営利でコントロールしていく形がいいと思っています。実際に本当に例え

ば１０年、２０年後に普及する形になってきたときには、民間事業として動いている形にな

りますので、もうこの組織全体の必要性も、逆に動きも全部なくなってくる可能性もある。

そのときにはそのときで考えればいい。まず今動かすには非営利でコントロールしながらう

まくやっていき、今やった認証組織という形も入れていきながら動かしていければなという

感じを個人的には持っています。 

○大野（輝）委員 ありがとうございました。 

 今後の展開をどういうふうにしていくかなと今思っているんですけども、きょうの議論の

中で太陽熱利用の本格的な普及を進めるためには、まず装置自体の開発が必要だというご議

論もありました。それから、メンテナンスの会社、仕組みをつくるという話もある。さらに

は、資金調達の仕組みも必要である。あるいは、建築側の省エネ性能の評価ないし基準など

をあわせてやるようにしたらという話がありました。 

 それぞれ課題があるんですけれども、私が一番気になるというか、一番最初の浅井委員か

らのご発言で、そういう課題があって検討していかなければならないし、商品開発を進めて

いくのですけれども、要するに先行きが見えない状況だと、メーカーは開発投資とか、ある

いはそういうシステムをつくっていくこと自体についてもどこまで本腰を入れてやるべきか

というところがなかなか拍車がかからないというご発言がありまして、それはおっしゃると

おりだなと思います。 

 例で屋上緑化の話をご紹介いただいたんですが、私も敷衍すると、これは東京都が２００
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１年と書いてあるけど、私の記憶ではこれは１９９９年だったかな。今から９年前に環境局

――当時は環境保全局と言ったんですけれども、環境保全局の中で屋上緑化をやろうという

ＰＴをつくりまして、ちょうどこの検討会のような、民間の事業者さんも含めた検討会を設

けて、その中で考えをまとめて、自然保護条例があるんですけれども、その中で緑化計画書

という制度がもともとあるんですね。緑化計画書というのは、それまでは地上面の緑化だけ

の制度だったんですけども、それを改正しまして屋上についても緑化義務の対象にするとい

うことをやって一気に広がっていったという経緯があるんです。 

 そんなふうなことも考えますと、やはり本格的に太陽熱利用を普及していくということに

なると、すぐにはどうこうとあれなんですけども、先行きはこういうふうに必ずつけるもの

になるんだみたいな合意がないとやっぱり進んでいかないと考えたほうがよろしいんでしょ

うか。その辺のところを少しご意見をいただければと思うんです。 

○飯田委員 今の大野部長のご意見には全く賛成というか、最初の浅井委員が書かれたよう

なエネルギー政策の違いとか、教育、普及、広報までさかのぼるとちょっと時間がかかって

しまうので、緑化もそうでしたし、いわゆる市場プルという発想は、最初にマーケットがあ

るんだということがきちんと政策としてコミットされていれば、それが緑化の場合は２０％

義務でしたか、そういう形で広がって、東京都は今後これをやっていくんだと。それが今で

は恐らく８都県市とか枠が広がって、というのが見えれば、恐らく矢崎さんもそうでしょう

し、その他、場合によっては一たん撤退された方も含めて、それに向けてもう一回これはビ

ジネスチャンスだということで皆さん研究開発をする非常に強い意欲がわいてくるんじゃな

いかと思います。 

 いわゆる上流側に金をかける。上流側というのは、研究開発とか、これは本当にまだ未熟

な技術の場合は意味があるんですけど、太陽熱はそれなりに成熟した技術ですので、やはり

市場の枠を確保するんだという行政の強い姿勢、それこそ一定枠義務あるいは新設建築物に

は必ず一定パーセントが入るとか、そういうものがあれば確実に普及すると思いますし、新

設建築物に対する太陽熱の義務づけはもう既にスペインをはじめヨーロッパで始まっていま

すので、これはぜひこの検討会の中での答申でも今後具体的に織り込んでいければと私も思

っております。 

○浅井委員 私どもは太陽熱関係の事業をやっています。私どももいろいろなガスとかそう

いう会社に、太陽熱と一緒にセットになるようなものを進めていきましょうというお話を、

何年か前ですけれども、何度かしているんですが、抵抗があってなかなか進まないというの
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が過去のずっと長い間の例なんです。 

 最近は少し変わってきまして、ガスとかエネルギーをやっていられる会社の方も割と積極

的に検討に加わって、あるいはエネルギーの会社から声がかかったり、いろいろなことがあ

るようになりましたので、そういう意味では環境が随分変わっているなということでありが

たく思っています。 

 もう１つ、今までどちらかというと、私ども住宅用と建築用とやっていますけれども、建

築用の場合にどういうことが要求されるかというと、大体３年とか５年ぐらいで回収という

ようなことをよく言われるんですね。現実問題、非常に厳しいです。３年とかと言われると

ほとんど可能性がなくなってしまう、そういう世界になってしまう。でも、実際に物件があ

って話があると大体そういうことを言われたり、そこのところが先ほど関家委員でしたか、

例えば１５年とか１０年とかそういう期間が回収年数としてあれば、これは全然世界が違っ

てくると思いますので、そういう意味でのコストダウンにつながるまでの取っかかりをふや

していくところに何らかの政策があれば非常にありがたいなと思います。 

○大野（二）委員 関家委員の資料の中に、あまりきょうは議論できなかったんですけれど

も、パッシブの話がありました。もちろん太陽エネルギーをアクティブにつかまえてそれを

コントロールするというのは大変大事なことなわけですが、要は、自然そのままに生きられ

る手法があるわけで、そのためには東京都もやられている緑化を倍にしましょうとか、そう

すると周辺が少し温度が下がるとか、そういう組み合わせの中で、今の太陽熱利用が熱だけ

じゃなくて地域環境もよくなるんだという観点が必要なのかなと思うんですね。 

 もちろんアクティブなソーラーパネルも大変大事なことなんですけれども、一方で地域に

よっては風をうまく利用したり、緑を利用しながらそういうことができる。ただ、それに対

して、今まではどっちかというと数寄者がやっていて、あまり評価されないというか、本当

にどのぐらい減っているのかとか、そういうところがなかなか出てこないところがあって難

しいようですけれども、研究開発なり、きちんと評価するようなこともしていく必要がある

のかな。あるいは、実際使ってみてどのぐらいのＣＯ２が、あるいはエネルギー使用量が減

ったんだというところもこれからは大事なところかなと思います。 

○中島委員 ターゲットを決めて普及させることに関しては、大野部長さんのおっしゃるよ

うに、定めるべきだというふうに思っています。特に東京都の今回のカーボンマイナス１０

という目標を定めて前面に出そうとしている場合には、やっぱりターゲットを絞る。その場

合に今までの化石燃料を使っていた手法、電力もしくはガスという手法は、ローカルエネル
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ギーを使うという基本的な考え方でない、在来の考え方から発してそういうシステムが構築

されてきている。しかし、ローカルエネルギーを使うということの典型はやっぱり太陽エネ

ルギーが最もローカルエネルギーの手法にふさわしい。しかもＣＯ２排出量がほとんどない

という手法ですから、そうすると土地利用なんですね。 

 結局は土地有効利用につながるわけですから、先ほどの容積率を緩和するとかそういうこ

とにもつながっていくわけですが、目標としては現在のエネルギー使用、ガス、電気等に太

陽エネルギーをつけるかどうかではなくて、必ず太陽エネルギーを利用しなさい。しかし、

そのときにはその土地に降り注ぐ太陽エネルギー、可能な太陽エネルギーに対して何％とい

うことを東京都の中で、これは超高層ビル群の場合と低層の住宅団地の場合と、それから中

層ぐらいのところ、それぞれ違いがありますから、それぞれの違いに適した太陽エネルギー

有効利用というものを定めて、その目標に対して実際に入れるとすればどのぐらいのコスト

がかかって、回収率がどのぐらいになるかということを後で計算して、それが今のような１

５年以内であればいいし、あるいは１０年以内であればなおいいし、１０年を超えるようだ

ったら量産体制をどうしたらいいかとか、それからシステム上安くするにはどうしたらいい

かというメーカー側の協力を得て計算をする。ですから、まずは太陽エネルギーを利用すべ

しというターゲットを地域ごとに定めたらどうか、そういうことが１つ。その意味では東京

都の指導力が非常に問われるところだと思います。 

 もう１つ気がついたことは、先ほど来、浅井さんからのお話がありました教育システム、

この教育につきましては一般の小中学生の教育、啓発という意味でおっしゃったのかもしれ

ませんが、私は、これを誘導するには、やっぱり太陽エネルギーに関してよくわかっている

方々が、特に主として建築の中に取り込むわけですから、今、建築士の改正が行われまして、

構造設計一級建築士という名前なんですね。それから、設備設計一級建築士ということで設

備と構造と分かれる。例の姉歯の問題があってそういうふうに分かれざるを得なかったんで

すが、そういうふうに専門的なことを評価、設計する建築士というものが改正でできました。

その方々が今ほとんどいないわけです。そういう人たちを育てる必要があるんですね。 

 これは国交省でもそう言っていますから、そこへ太陽エネルギーを必ずつけるということ

であれば、太陽エネルギーを組み込んだソーラー建築の教育システムをここで東京都なら東

京都の中でシステムを組まなければいけない。そのカリキュラムをつくって、大学に置くの

でもいいし、あるいは建築を一応勉強した人であれば専門職大学院という文科省認可の部分

もありますから、そういう専門職大学院をつくってインストラクターを育てるわけです。そ
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ういう人をどんどん育てていけば、いろいろな局面に対して、取り入れた一般の住民に対し

て説明ができるということだろうと思うんです。 

 それと、やはり既存建物に対してできるようなシステムをぜひ開発、これはメーカーさん

の業界では、安くて容易にできる、メンテナンスもできるという既存建物に対する対応のシ

ステムをぜひ開発することをお願いしたいということでございます。 

○永田委員 今、義務化という話が出ましたけれども、現状確かに太陽熱のパネルとかあっ

てというのはあるんですけれども、もう１つ現状そういうものが入っていっていない。それ

の大きな要因としまして、私たちとしましてはやはり魅力ある商品があまり出ていないんじ

ゃないかという形で、そういう物があまり見えていない段階で一気に義務というところには

非常に違和感を感じます。 

 今回の浅井委員の提案とかでも、いろいろと太陽熱普及に当たっては、コストの面もある

けれども、施工とかサービスとかそういう面に関しても課題がかなり挙げられたと思うんで

すが、そういう物を一方でちゃんと見ながら、そういう物を普及していくにはどうしたらい

いんだというスタンスで考えていくべきものかなと。一足飛びに規制ありきということに関

してはちょっと違和感を感じると考えております。 

○大野（輝）委員 私、別にすぐに規制をやるなんてことは全然申し上げていないわけでご

ざいます。例えば数年後とか、極端に言えば１０年後とか、わかりませんけども、先を見据

えて、将来はこうなるんだということを見据えながら、それに向けて順次準備をしていくみ

たいなことがないと、逆に開発自体も進まないのかなという懸念があったものですから申し

上げたということです。 

 もうそろそろきょうは時間になってきてしまったんですけれども、次の会議のときにこの

先の展開の方向を考えているわけですが、先行きについては何らかのロングスパンで考えた

場合、何か基準や規制みたいなものがあったとしても、おっしゃったように、直ちにそこに

は行きがたいわけです。そうすると、まずそれをやっていくために何らかの誘導手法で補助

金なり、何らかつくっていく方法もあるでしょうし、あるいは実験的なプロジェクトをやっ

ていくこともあると思うので、どんなふうな方法でこの後具体的に太陽熱の普及を進めてい

くかというあたりを次回以降議論させていただければと思っているんです。 

 私から１点、大和ハウスさんにお聞きしたいのは、越谷でこういう非常にすばらしい例を

やられたんですけれども、こういうものの展開というのは今の時点で今後何か具体的にイメ

ージでお持ちになっているものがあるんでしょうか。 
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○井手委員 具体的には特にまだありません。ただ、会社の考え方として、環境に対する取

り組みは積極的にやりましょうというのは会社の方針でございます。その中で今も大阪本社

でも、あるマンションで、同じような形になるかどうかわかりませんが、検討しているのは

事実です。ですから、具体的にこういうものを次にはここの場所で展開しますということは

まだありませんが、将来的にはいろいろな意味で環境対応というもので会社全体として取り

組んでいくということは間違いないと思います。 

○大野（輝）委員 それでは、そろそろお約束の４時になりますけども、特にきょうぜひ発

言をしておきたいということがあれば、いかがでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、第２回の太陽熱利用拡大検討会はこの程度にしたいと思います。どうもありが

とうございました。 

○小原副参事 事務局から１点申し上げます。次回の第３回太陽熱利用拡大検討会でござい

ますが、７月下旬ごろを考えております。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っております。日程が固まり次第、事務局から改めてお知らせいた

します。どうぞよろしくお願いいたします。 

午後４時０２分閉会 


