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 1

午前１０時０１分開会 

○小原副参事 定刻となりまして、まだ飯田委員がおつきになっていないんですが、じきに

到着されるということで、それでは、ただいまから第３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、また天候の悪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。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。 

 本日、京セラ株式会社の穂岐山委員におかれましては、前回に引き続き欠席となりまして、

代理で佐倉ソーラーセンター責任者の本多様にご出席いただいております。また、株式会社

日本エコシステムの寺井委員におかれましては、急用のため、委員代理として総合企画部小

島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。 

 なお、本日、末吉委員は所用のため１１時４５分ごろ退席の予定がございまして、また同

じく瀬良委員も１１時半ごろに退席する予定でございます。 

 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 それでは、ただいまから議事に入らせていただきます。 

 本検討会は、これまで４月と６月でしたか。第１回、第２回と各委員からご提案をいただ

いてまいりましたが、本日は第３回ということで、これまでの委員のご提案をもとに、さら

に太陽光発電の普及について議論を深めてまいりたいと思います。 

 検討に当たりましては、本日はこれまで委員の皆様からいただきましたさまざまなご意見

やご提案を資料の１に「これまでの委員提案等のとりまとめ【案】」として整理をさせてい

ただきました。本日はこれをもとに議論を進めてまいりたいというふうに思います。 

 それでは、まずこの資料の中身につきまして事務局から説明をお願いします。 

○小原副参事 それでは、お手元にお配りさせていただいておりますＡ４の横型の資料でご

ざいます。この資料、「これまでの委員提案等のとりまとめ【案】」という資料に基づきま

してご説明申し上げます。 

 こちらの資料、表紙を含めまして５枚つづりとなっております。２枚目以降にページが４

ページまで振られております。まず１ページ目をごらんください。 

 １ページ目におきまして、太陽光発電の飛躍的拡大に向けた課題と目指すべき方向性とい

たしまして、左側に課題を右側に方向性を整理してございます。 

 課題といたしましては３点に整理させていただきました。コストと情報、技術、この３点
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でございます。 

 まず課題１、負担の重い設置コストと経済的インセンティブの欠如でございます。 

 太陽光発電の設置に係る初期コストの大きさが普及の障害になっている。これに関しまし

て、投資回収が困難な現状の初期設置コスト、あるいは原材料であるシリコン価格が高騰し

たことによりまして、太陽電池モジュール価格の下げどまりが生じていたこと。システム価

格に占めます設置工事費であるとか、付属機器費の低減が困難となっていること。こういっ

たことが初期コストの大きさにつながっているということがございました。 

 第２点としまして、太陽光発電の普及におけます国の経済的支援策がなくなってしまった

こと。補助金の打ち切りによりまして、実態といたしまして、いまだ自立が困難である太陽

光発電の市場が放置されてしまったということになっております。また、２０１１年以降の

ＲＰＳ法によりますＲＰＳ価値のカウントで、太陽光につきましては２倍に換算するという

方向が既に打ち出されておるところではございますが、これによって大量に太陽光発電装置

が普及するかという見通しはなかなか立てにくいところでございます。 

 ３つ目でございまして、余剰電力購入メニュー。こちらは東京近辺でございますと東京電

力様が実施してくださっておるところでございますが、こちらについても限界と不安定性と

いうものがユーザーから見れば見えてきているということがございます。太陽光発電の普及

拡大に大きな貢献を果たしてきた余剰電力購入メニューは、電力会社の自主的な取り組みで

あり、その拡大には限界があり、また今後の見通しにつきましてもこれ以上の拡大を支える

のは困難であるというご発言もいただいておりまして、不明なままでございます。 

 課題１は以上でございます。 

 課題２が情報の不足という点がございます。太陽光発電に関しましては、消費者の情報不

足から生じる疑問であるとか不安が払拭できておりません。太陽光発電につきましては、た

だ電気をつくるというだけでなくて、その他の価値がたくさんございます。括弧書きの中、

例示を掲げさせていただきましたが、まず経済的に価値があること。第２点としましては、

ＣＯ２の排出を削減するという環境面での価値があること。第３には、防災的価値と書いて

あるんですが、これは震災などで一時的にライフラインが途絶するようなことがあったとし

ても、太陽光発電装置がついていれば、そこのグリッドの部分には電気が獲得できる状況に

なるということで、防災面での価値もございます。第４点目のエネルギー安全保障上の価値

と申しますのは、こちらはその地域でつくれる電源が手に入るということでありまして、資

源を海外からの輸入に頼るということから見れば、幾分かのエネルギー安全保障上の価値が
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あるかということでございます。 

 続きまして、設備、販売業者、設置業者等に対する不安。これは太陽光発電装置を自分の

ところにつけようかというユーザーの方から見たときに、どこでだれに注文したら安心して

つけられるのかといった情報がなかなかわかりにくいという状況がございます。こういった

情報の不足に起因する不安でございます。 

 課題の３でございます。製品価値の向上や系統に関する技術的課題という点がございます。

１つといたしまして、製品の価値で変換効率の向上であるとか、あるいはさまざまな用途に

使用可能なデザイン性の向上であるとか、製品自体の魅力というものもまだ向上する余地が

あるという課題がございます。 

 もう１つは、集中連系による系統電圧の上昇という問題が指摘されております。 

 こういった課題を踏まえまして、さまざまなご意見をいただいたところを整理させていた

だいたのが右側の目指すべき方向性でございます。 

 コストの課題に対応いたしました方策といたしましては、設置コストの低減と経済的メリ

ットの創出という方向性で考えられております。 

 まず第１に、関連企業の連携によるトータルな設置コストの低減というものが考えられる

のではないか。太陽電池モジュール自体のコスト低減とともに、設置工事、付属機器のコス

ト削減というものも検討の余地がある。 

 第２に、建材一体型太陽電池モジュールの普及、あるいは太陽光発電標準装備住宅の普及

などによりまして、住宅価格とあわせたトータルのコストを低減していくということも考え

られる。 

 ３つ目といたしまして、金融機関と連携した太陽光発電普及ローンの拡充。これは既に太

陽光発電装置を乗っけている住宅について、住宅ローンで金利を低減するという商品を出し

ていらっしゃる金融機関が既に幾つか出ております。そういった動きというのが拡大してい

くことによりまして、設置コストの低減というものが考えられるのではないかということで

ございます。 

 ２つ目といたしまして、太陽光発電設置者が経済的メリットを得ることができる仕組みと

いうものが必要ではないかという方向性でございます。固定価格買い取り制度の導入などに

より、設置者が確実に投資回収することができ、また、発電量に応じて経済的メリットを享

受できる仕組みというものをつくっていくということが考えられます。 

 ３点目といたしまして、太陽光発電を社会全体で支援する仕組みがございます。社会的公



 4

共インフラとしての太陽光発電の価値を認め、社会全体で太陽光発電の拡大を支援する仕組

みを創設していくということでございます。こちらの社会的公共インフラとしての太陽光発

電の価値と言っておりますのは、先ほど課題のところで整理いたしました太陽光発電に関す

る付加価値というところでご説明申し上げたところと共通とお考えください。 

 続きまして、方策２でございます。こちらは情報に関する課題に対応した方策でございま

す。太陽光発電に関する消費者の理解の促進というものを進めていこうと。十分な情報に基

づき、消費者みずからが企業や製品を選択し、安心して太陽光発電を設置できる仕組みを構

築していくという方向性でございます。 

 １つといたしましては、太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギー普及のための国民

運動といったものを、今国の方でも進んでいるさまざまな動きと連動する形で、あるいは東

京都独自でどんどん発信していく形でとにかく盛り上げていくということがございます。 

 第２点としまして、消費者が簡単にアクセス可能な信頼できる総合的情報ソースを提供し

ていくこと。こちらにつきましては、先ほどの課題のどこでだれに注文したらいいのかわか

らないといったところに対して、公的なところで情報にアクセスできるようにしていこうと

いうことでございます。 

 技術的課題に対応した方策３でございます。１つといたしましては、メーカーの製品開発

に対する支援というものが考えられる。第２点としましては、系統の安定化技術に対する国

からの支援を求めていくということが考えられます。このように、課題と目指すべき方向性

については整理いたしました。 

 ページをおめくりいただきまして、２ページ目でございます。 

 １ページ目でご説明申し上げました方向性を具体的なスキームとして落とすときのスキー

ムの考え方について説明した資料でございます。タイトルといたしまして、「１００万ｋＷ

の太陽エネルギーの導入を目指した東京発の太陽光発電普及拡大スキーム」といったものを

やっていこうということでございます。このスキーム構築の考え方を矢印型のぽつで４点示

させていただいております。 

 まず１つといたしましては、今後３年から４年の間に、太陽エネルギー１００万キロワッ

ト到達への道筋をつけるため、新たな普及拡大スキームを創設していくんだということ。 

 ２点目といたしましては、企業、こちらは太陽光発電機器メーカーさんであるとか、ホー

ムビルダーさんであるとか、あるいは金融機関、電力会社など、この場にも集まってくださ

っている各企業さん、あるいは同業種の他の企業様、そういったさまざまな企業様とあわせ
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まして、行政、都民が一体となってそれぞれの役割を果たしながら普及のための隘路を打開

していくということがあります。 

 第３点といたしまして、低ＣＯ２型社会の公共インフラである太陽光発電が生み出すグリ

ーン価値の買い取りを社会全体で担う公的な仕組みを創設していくということ。 

 第４点といたしまして、太陽光発電の設置容量の拡大にとどまらず、住宅自体の省エネ化、

耐震化もあわせて促進して、低ＣＯ２型で災害に強い都市づくりを目指していくということ

がございます。 

 こういう考え方に基づきまして構築するスキームには３つの要素を入れ込んでございます。

スキームの図というのが１枚おめくりいただいた３ページ目にございます。この３ページ目

の図につきましてわかるように説明しておりますのが２ページ目の３つの箱でございます。

２ページ目とあわせてごらんいただきたいんですが、２ページ目の方でご説明申し上げます。 

 まず一番左側の箱のグリーン価値買い取り制度の創設でございます。こちらは３ページ目

でいいますと、ちょうど真ん中に青いバーに白抜きで「グリーン価値買取り制度」という文

字があるかと思います。この文字のところから右下にかけてちょうど黄色い囲みが右下にあ

るかと思うんですが、この部分を要素として取り上げた説明になります。 

 説明内容でございますが、太陽光発電によるグリーンの価値。このグリーンの価値という

のはＣＯ２排出を削減する価値でございます。その価値というのは、太陽光発電装置をつけ

た家庭の自家消費された分と余剰電力として東京電力さんにお買い上げいただいた分、両方

について発生するんですが、その両方の価値をあわせまして、公的な仕組みを用いて買い取

ることによりまして、設置者に対する経済的メリットを創出していくということがあります。 

 ３ページの方の図でごらんいただきますと、先ほど申し上げた青バーに白抜きの「グリー

ン価値買取り制度」というところのすぐ下に「グリーン価値買取り（１０年分）」という表

示があるかと思います。図でいいますと、真ん中の三角屋根の家の屋根につけられた太陽光

発電装置、ここから出てくるグリーン価値を公的に買い取る矢印が左から右に向かっていく

矢印でございます。この緑の葉っぱのマークがグリーン価値というように見ていただければ

と思います。グリーン価値を売り渡すことで太陽光発電装置の設置者には対価が入ってくる

という経済的メリットがございます。公的に買い取られたグリーン価値は束ねられまして、

証書化により企業等のカーボンオフセットに活用していただけるようにしていくというとこ

ろが右下の黄色い囲みの部分でございます。 

 ２ページ目の四角の中でいいますと、ちょうど４点目、「買取ったグリーンの価値は、証
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書化により企業等のカーボンオフセットに活用」と説明させていただいております。 

 こういった仕組みによりまして、２ページ目の四角の２つ目、３つ目のぽつでございます

が、太陽光発電の飛躍的拡大における追加的費用の負担を電力会社のみに頼らない仕組みを

構築できます。もう１つ、この買い取りの条件として、太陽光発電装置を設置する住宅側に

ついても一定の要件を設定することを考えております。一定基準以上の省エネ性能（パッシ

ブ性能）、あるいは耐震性能を要求していくということでございます。 

 ここで、省エネ性能につきましては、屋根の上に装着した太陽光発電装置の生み出す電気

を使う下側の建物がエネルギーをどんどん使ってしまうということですと、全体として地球

温暖化対策の一環として考えたときに価値が減ってしまいます。したがいまして、建物につ

いても省エネ性能を求めていく。また、グリーン価値を１０年分買い取りするということを

ここでは考えておりまして、つけた太陽光パネルが１０年間はちゃんとそこで動いてもらわ

ないと困る。そうしますと、耐震性能についても、しっかりとした性能を持っているものを

要求していくということは必須であるというように考えております。 

 以上がグリーン価値買取り制度の創設といった部分の説明でございます。 

 真ん中の箱、企業・ＮＧＯ等との連携プロジェクトというところがございます。こちらは

コストの課題と情報の課題、この辺のところに対してダイレクトにきいてくる対策でござい

ます。 

 １つ目といたしまして、ホームビルダー、パネルメーカー、金融機関などとの連携を促進

し、それぞれの企業努力によりトータルで太陽光発電の設置コストを低減していくという方

向性でございます。 

 ３ページの図をごらんいただけますでしょうか。ちょうど上のところに、大き目の黄色い

四角で中に楕円形が３つございます。それぞれの楕円形、例えば、ホームビルダーさんであ

れば、新築であるとかリフォームであるとか、そういったところを契機としてとらえまして

展開していく太陽光発電装置の設置に関して、建材一体型太陽電池モジュールの標準装備に

よるコストの削減であるとか、あるいは設置工法の低価格化であるとか、そういったことを

検討していって実現していただきたい。 

 太陽光発電機器メーカーの方に対しましては、やはりシステム価格というものを低減して

いく方向で検討していただきたい。今この場にはおりませんが、既にこういった取り組みを

やっている金融機関さんもありまして、同じような金融機関さんが広がっていくことを期待

しておる内容といたしまして、太陽光発電設置住宅・リフォームに対する金利優遇といった
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ものを広げていくという、それぞれの役割を果たしていただく連携を広げていこうというこ

とでございます。 

 ２ページ目の真ん中の箱の２点目、セミナーやシンポジウム、キャンペーンの実施による

太陽光発電の付加価値の理解促進。こちらは３ページ目の右上のところにございます「企業、

ＮＧＯ等」と書いた丸のところで、セミナーやシンポジウム、キャンペーンなどによる太陽

光発電の普及啓発、総合的な情報操作の提供といった対策を掲げさせていただきました。 

 ２ページ目の真ん中の箱の方に戻ります。３ぽつ目の総合的な情報ソースの提供、相談窓

口の設置といったところは今ちょうど説明申し上げたところでございます。 

 ４点目、製品、設置工法等に関するガイドラインの作成や、販売業者、設置業者等の技術

研修や登録制度の創設。こちらは太陽発電機器メーカーさんであるとか、ホームビルダーさ

んであるとか、この太陽光発電装置の設置に関連するそれぞれの企業の方々に技術的な支援

をいただきながら、こういうガイドラインをしっかり整理していくことで、多くの実際に工

事をされる方々が質の高い工事ができるようにし、そういった状況を、国民といいますか、

都民の皆様が見てわかるようにしていくということでございます。３ページ目の図の上半分

のところは、この真ん中の箱の部分に当たっております。 

 ２ページ目にお戻りいただきまして、一番右の箱、低エネルギー住宅の普及促進について

ご説明申し上げます。 

 グリーン価値買い取り制度による買い取り条件として、一定基準以上の住宅の省エネ性能

（パッシブ性能）、あるいは耐震性能を要求することで、住宅によるエネルギー消費量を大

幅に削減するとともに、災害に強い都市づくりを目指すということがございます。 

 ２ぽつ目で、ホームビルダーが住宅の建設やリフォームの受注時に省エネ、再エネメニュ

ーを提示して、そういった情報を積極的にお客様に提示していっていただく。 

 ３つ目のぽつで、ホームビルダーを対象とした低エネルギー住宅に関する勉強会やセミナ

ーを実施していくといったことを考えております。 

 ３ページ目の方にお移りいただけますでしょうか。今申し上げたところは、ちょうど３ペ

ージ目の左側の下の方、ホームビルダー（新築・リフォーム）のところから都民の方に住宅

の省エネ、耐震性能というものを説明していくであるとか、そういったところを掲げさせて

いただいております。 

 以上で、東京発の太陽光発電普及拡大スキーム（案）につきましてご説明いたしました。 

 ４枚目、ごらんいただけますでしょうか。公的に購入するグリーン価値の考え方について
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図を用いて説明いたしております。これは、例といたしまして、屋根の上に３キロワットの

太陽光パネルを設置して、年間の総発電量が大体3,０００キロワット時といった場合を例に

して説明書きをさせていただいております。その装置からできる3,０００キロワットのうち、

自家消費分を半分、余剰電気として電力会社に買い取っていただいている分が半分と仮に設

定した場合、自家消費分は1,５００キロワット時、余剰電気は1,５００キロワット時という

案分になります。この余剰電気につきましては、電力会社が電気としてお買い上げいただく

ということを考えております。残り全部の部分のグリーン価値、下に書いております緑色の

部分でございます。この全部の部分を、１０年分のグリーン価値を初年度に一括して買い取

るということを今回考えております。実際に発電をした実績を確認して、その実績に応じて

買い取るというやり方ではなくて、今回は東京での事業ということで考えておりますので、

東京の地域でどういった屋根にどっち向きにつけた場合、平年でどれぐらいの日照時間があ

ってということから考えれば、装着するパネルが装着されるされ方とその設備の容量に応じ

て平均的に発電する発電量というものがある程度見込めます。それを１０年分まとめて買い

取りまして、実際に発電した量というのは、毎年度末に装着された方々からご報告をいただ

いて実際に買い上げができたグリーン価値の量というものを確定していくということを考え

ております。これは、装着者の方が安心して太陽光パネルを設置できるようにするための措

置でございます。 

 例えば、現状でいいますと、毎年の天気が晴れが多かった、雨が多かったといった天気の

変動による発電量の変動のリスク、あるいは太陽光発電装置を装着した家の南側にたまたま

ちょっと背の高い建物が建ってしまう。これはもう装着する方ではどうしようもない立地上

のリスクでございまして、そういったリスクを考えて、発電しなければ実際に元が取れない

ということになりますと、なかなか安心して装着に踏み切ることができないだろうというこ

とを考えております。１軒１軒の装着する家にとってみれば決定的なリスクかもしれません

が、１０年分のグリーン価値というものをまとめて公的に買い取るということで、それらの

リスクというのを大きくまとめたところで管理するということを考えておるということでご

ざいます。 

 このように、公的な買い取りというものを１つ行いまして、２枚目から３枚目のところで

ご説明申し上げました企業の方々には、それぞれの立場での役割を担っていただいたときに、

大量普及に向けた役割分担のイメージというものが４ページ目の下半分にある図でございま

す。 
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 従来ですと設置コストについて、グレーの部分というのは装着された方々が担っている部

分。茶色の部分は電力会社が担っている部分と。この両者だけで担っておりますので、なか

なか負担を分かち合い切れていないという実情がございます。したがいまして、耐用年数以

内での投資回収が困難であるという状況になっております。 

 右側のスキーム実施後のイメージでございますが、下から２つ、装置を装着した方の負担

分で、電力会社の負担分というものに加えまして、公的に買い取られるグリーン価値という

ことで出てくる公的に負担される部分。あるいは金融機関が金利優遇ということを通じて担

っていく役割分担の部分。加えまして、太陽光発電装置メーカーさん、あるいは住宅メーカ

ーさんなどによるシステム価格の低減という形で役割が担われていく部分、このように関連

する方々がそれぞれの役割を果たすことでコストを分担し合っていこうということがここで

の新たなスキーム実施後のイメージでございまして、ほぼ１０年程度での投資回収が見込め

るように、具体的な役割の内容については今後詰めていきたいというように考えております。 

 長くなりましたが、以上で資料の説明を終わります。 

 なお、本日も質疑応答時には事務局からマイクをお回しいたしますので、発言される場合

には挙手をお願いいたします。 

○大野委員 それでは、ちょっと説明が長くなりましたけども、これからこの資料について

議論をしてみたいと思うんですが、その前にちょっと確認ですけども、この資料の位置づけ

というのは、東京都ないし環境局として方針をまとめて示したというものではなくて、これ

までの第１回、第２回での各委員のご提案の趣旨を踏まえて、普及拡大スキームを考えると

こうなるのではなかろうかということを事務的にまとめたと、そういう説明でもって理解し

てよろしいですね。――わかりました。そういうことでございますので、この拡大利用検討

会の議論のまとめとして、こんなことでいいだろうかどうだろうかというあたりをこれから

議論をしてまいりたいと思います。 

 一応今日はテーマを少し整理しながら議論を進めたいというふうに思っています。 

 まず最初は、１ページ目の課題と方策という整理がこれでいいかどうかというあたりをま

ず１回最初にやりたいかなと思います。それから２つ目には、スキームの案の全体について、

全体のバランスでありますとか、必要な要素がこんなところなんだろうかというあたりの話

をやりまして、３番目にそれぞれのパーツについてのいろんな議論をしてまいりたいと、こ

のように思っております。よろしいでしょうか。 

 それでは、資料の４分の１、１ページの方をごらんいただきまして、全般的に日本あるい
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は東京において太陽光発電の大きな拡大を目指す上で、課題の整理３点、負担がまだ重くて、

それに見合うインセンティブがないという課題。それから２点目が太陽光発電に関する消費

者の間で情報が不足しているという課題。それから３点目に技術面の課題があるというふう

な整理でございますけども、この辺から、どなたからでも結構でございますので、ここはこ

うじゃないんじゃないかとか、あるいはこういう点がもっとあるんじゃないかとかご意見を

いただければと思いますが、いかがでしょうか。 

○末吉委員 課題の３のところなんですけど、むしろ宗吉さんとか本多さんにお聞きしたい

んですけど、今後この技術革新とかいうような方向性を考えたときにどういうような商品が

出てくるのか。それから、これは始まっていくと非常に大量購入が始まると思うんですけど

も、そうした場合の本当のコストダウンとか、やっぱり一番ベースになるのは、ここの商品

が今後どう変わっていくんだろうかと。場合によっては、輸入ものなんていうのもあり得る

んだろうと思うんですけども、その辺は議論のベースとしてどう考えたらよろしいんでしょ

うか。 

○大野委員 この点、宗吉さん、あるいは本多さんいかがでしょうか。 

○宗吉委員 非常に難しいご質問だと思うんですけども、単純に考えますと、やはり今後の

コストダウンということになりましたら、プロセス上は今まで、例えば結晶系がこの市場に

なってきて、その間に新しい技術革新でさらに材料を削減した商品をつくっていくと。こう

いうことで、我々の場合でしたら、例えば結晶、薄膜へ一部シフトして、いわゆるシリコン

というような１つの主要材料を削減するような商品の構成を一応図っていって、いわゆる量

産コストが出るようなものですね。そのためにはやっぱり材料を削減していくというのが１

つの方法であります。 

 それと並行して、ワット当たりの単価を下げるということで考えるならば、やはり効率を

これから追求していくと。だからその部分で、例えば材料を少なくしていって、さらにその

上に効率を追求しながら、やはりずっとたゆまない努力をしていかないといけないのかなと

いうような気がしております。非常に思いと技術がなかなか連動してこないというのが今

我々の大変ジレンマでございますけども、とにかくメーカーとしては、我々としてはそうい

う方向で今頑張っておると、こういうところでございます。 

 もう１点は、あとこちらに書いてございましたように、別な協業を絡ませながらやはり削

減をしていくと。建材との融合とか、こういうところもやっぱり大きな課題だと思っており

ます。 
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○本多委員代理 技術的なことはちょっと触れられたので、私の方からは、コストダウンの

インセンティブといいますか、何でコストダウンの方に動いていけるかという、現在のコス

トダウンはほとんどメーカー間の競争でもって、つまり、注文をとりたいがためにコストダ

ウンをしていくというのが今のコストダウンなんですね。一方で、もっと大きな意味での競

争ということになりますと、既存の電力との競合ができるかどうかというところになるんで

すが、これはかなりハードルが高いということになります。それで、メーカー間のコストダ

ウンの競争でもって今値段が下がっていっていると思うんですけど、これは、あるマーケッ

トに対して、パイが限られた中でシェアを伸ばそうというのがコストダウンですね。今の図

式。それで、じゃあこれが、今コストダウンの要素を幾つか、材料の高騰だとかいろいろ挙

がっていますけど、私はもしこの制度が東京都でスタートした場合には、少なくとも現在の

営業の形態は各社さんとも大体似たようなものですけれども、お客さんのところに行って説

明して納得してもらって買ってもらうという、そういうかなり長い時間とルートがございま

す。そういうものがあるエリアなりある限られたところにかなりのポテンシャルがあるとい

うことになりますと、数値的にどれぐらいというのはなかなか難しいんですけども、かなり

効率的な営業が可能だと思います。その意味では、当然のことながらその分は下がっていく

と。なおかつ、やっぱり注目されるエリアになりますと、先ほど輸入のお話が出ましたけど

も、当然のことながら海外からも物が入ってくると思います。これは今度は別の問題が生じ

まして、やはり国際的に今認証制度だとか、日本にもございます。こういうもので一定の品

質をクリアしないと設置できないと。これはここでの議論ではないと思いますけども、そう

いうことをやって、海外をシャットアウトすることは基本的にはできないと思いますけれど

も、ある品質のレベルのものは海外からも入ってきてより競争が激しくなると。メーカー間

の競争ですね。激しくなっていくということになろうかと思います。全く新しい製品になる

とちょっとあまり思い浮かばないんですけど、これはここ１０年というよりかもう少し次の

世代に、例えばうんと軽い太陽電池であったり、全く屋根材に変わってしまうものとか、そ

ういうものが出てくる可能性はありますけども、ここ１０年間で急激に普及させるというタ

イプの中に、そういう大胆な技術開発で生かされるというようなものはちょっと想像しにく

い。むしろ、今シャープさんがおっしゃった材料を少し変えるとか、そういうふうなこつこ

つとしたコストダウンは、技術開発的には１０年の間に相当起ころうというふうに思います。 

 あまり明確な答えじゃないんですけど、皆さんなぜコストが下がらないのかというあたり

が、今コストを下げている要因は何だというと、一にメーカー間の競争です。お客さんがこ
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れが３万円高いから買わない、３万円安いから買うというレベルにまでは達しておりません。

そういう状況です。 

○大野委員 末吉委員よろしいでしょうか。 

○末吉委員 はい。 

○大野委員 では、飯田委員。 

○飯田委員 今の話にも関連して、まず方策１のタイトルが「設置コストの低減と経済的メ

リットの創出」という、この題目の立て方が鶏と卵というのか、コストというのは結果とし

て下がるんだというふうに私は思うんですね。むしろ大きな題目として立てるのは、東京都

の再生可能エネ戦略でも掲げたいわゆる需要プルという、いわゆる市場がきちんと拡大する

ということが、制度としてもあるいは政策的なコミットメントとしても担保されているので、

そこでこれは単にメーカーではなくて、サプライチェーン全般にわたってビジネスモデルも

含めたさまざまな競争・競合が起きて、結果としてコストが下がるということだと思うんで

すね。 

 つい先日のハイリゲンダムサミットに行ったある記者から、帰り道にドイツのライプチヒ

に寄ったんだという話を聞いて、そのライプチヒの方でも炭鉱の閉山が相次いでいるところ

に、今話題のＱ－Ｃｅｌｌｓの本社があって、Ｑ－Ｃｅｌｌｓはライプチヒの救世主で、ま

さに右肩上がりで年率１００％ぐらいの成長をしていて、ことしは……。昨年ドイツは１１

５万キロワット、日本は約２８万キロワット、４倍のマーケットがあって、マーケットその

ものも急拡大をしているわけで、ちなみに何かＱ－Ｃｅｌｌｓさんはことしじゅうにシャー

プさんを抜くんだと鼻息が荒いんだそうですけども、やはりそれはベースとしてドイツが需

要プルというか確実な支援制度があるということがあって、その中で非常に激しいメーカー

間の競合・競争というものが起きているということだと思うんです。そのあたりが、メーカ

ーさんが血のにじむような努力はされて、結果として普及するというよりは、逆の構図をど

うつくれるかというふうなお題目の立て方がいいのかなというふうに思います。 

 経済的メリットとか支援をする仕組みと、これはいいと思うんですけど、もう１つは公平

な負担というか、そこのキーワードが目指すべき方向性のところにどこか入るといいのかな

というふうに思います。従来は電力会社が自主的に背負ってきて、今国の補助金が外れた片

輪走行になっているというのが課題であったので、この先はこれを、電力会社さんも完全に

外れるわけではなくて、ある部分を当然社会の一員として担っていただきながら、あとはき

ちんと社会全体で担っていくと。支援と同時に担っていくという部分も書いていただくとい
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いのかなというふうに思いました。 

○大野委員 ありがとうございました。最初の末吉委員のご質問との関係でいうと、結局、

今後１０年間ぐらいを見通すと、なかなか技術革新だとか、そういうような要素の方で飛躍

的に下がるということはなかなか考えづらくて、それ以外の要素があるかもしれないけれど

も、むしろ今の、基本的には今のような価格の中で、それをどういうふうに需要をふやして

担っていくような仕組みをつくっていくことが大事であるというふうな話だと思うんですけ

ども、大体この提案の整理もそんなふうな切り口でされるかなと思うんですけども。 

 ほかに、今の点に関連してでも、あるいはほかの課題に関してでも結構ですが、いかがで

しょうか。 

○影山委員 細かい話なんで、この表現でもいいかと思うんですが、３番の技術的課題のと

ころに「集中連系による系統電圧の上昇」というふうに書いてございますが、上昇だけでは

なく、いろいろ太陽光を設置することによって、系統が遮断された場合に太陽光から電気が

流れてきてしまうと。電気が流れなくなっているはずのところに流れてきてしまうという、

そういう課題があったりしますので、集中連系というか、系統側の課題というような形で整

理していただいた方がいいかと思います。集中連系の問題というのはあることはありますが、

それはそれなりに対応ができる可能性もありますし、それだけの問題でもないので、系統側

の課題というような形で、ちょっと例は幾つか挙げるのであれば挙げますけども、そういう

形で整理していただいた方がいいと思います。 

 課題１の３つ目の黒いぽつで書いていただいた電力側の話についてはこういうことなのか

なというふうに思いますので、上手に書いていただいたかなという気がいたします。 

○大野委員 この系統関係の話は少し議論があったんですけど、ちょっとこの表現、全体そ

うですけれども、なかなか細かい表現とか記述が熟していなかったり、誠実さがない部分な

んかありますので、それはまた後日ご意見いただければと思います。 

 ほかにはいかがでしょうか。全体の課題と方向性のとらえ方のことに関してですけども。

塩委員いかがですか。 

○塩委員 細かい文言のレベルでしかないんですけども、１つは、価格の下げどまりという

話が書いてあると思うんですけど、私ども販売に近いところの人間から見ますと、下げどま

りは０５年までで０６年は値上げかなと思っています。実際、ＮＥＦさんの資料でも０６年

度は価格は上がっていますので、むしろそう書いてもらった方がいいかなと。まあ、ＰＶ  

のメーカーさんはどう思われるかわからないですけど、そういうふうな認識でいるというの
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が私どもの１つです。 

 あともう１つは、目指すべき方向性のところで、建材一体型モジュールの普及ということ

があるんです。建材一体型という言葉をここで使うというのがちょっと僕は違和感があった

と思います。建材一体型は１つ問題を抱えていまして、去年、固定資産税に入る入らないの

議論がありまして、我々住宅メーカーはなるたけ避けようというような方向でもあるので、

そのあたりトータルで議論しないで、建材一体型普及と書かれるとちょっと違和感があると

いう感じがします。 

 以上２点です。 

○大野委員 ありがとうございました。最後の話は、建材一体型になっちゃうと固定資産税

の対象になってしまうという……。 

○塩委員 屋根材になるので、新築とかの場合は固定資産税の対象になるんで、なるたけな

らないように、建材一体型じゃない方向を住宅メーカーとしては結構目指しております。そ

この辺、こう書かれるとちょっと違和感があるということです。 

○末吉委員 今のに関連してちょっと聞いたんですけど、消防法上の問題というのはないん

ですか。 

○塩委員 ですから、下地の鋼板で防火性能をとって、建材一体型じゃなくて、上のモジュ

ールはモジュールだけで上に乗っけていると。すると設備だから屋根材じゃないと。屋根材

は下地の鋼板なんでとかという、そういういろいろ住宅の方の税金の問題で建材一体型とい

うのを解決しなきゃならない問題がもう１つあると。 

○末吉委員 逆に言うと、建材一体型を進めるには税金とか消防法とか……。 

○塩委員 固定資産税ですね。消防法はクリアしているんですけど、固定資産税にかかるか

からないというところは、減税するかはもう判断の問題なんで、もう政治的判断だと思いま

すけど、そういうところが問題としてあるということでございます。 

○大野委員 その辺は自治体によっても運用が違うとかというようなことになっているわけ

ですね。 

○塩委員 そうですね。 

○大野委員 そうですか。それはちょっとまさに課題として検討しなきゃいけないですね。 

 ほかにいかがでしょうか、全体に。小島委員。 

○小島委員代理 そうですね。既に各委員の方からいただいたご意見、私も同感です。特に

先ほど塩委員がお話しされた０６年度の値上げ感というのは私どもも感じておりますので、



 15

そういった表現の方がより適切ではないかなというふうに思います。 

○大野委員 全体に関しては何かほかに。 

○宗吉委員 ちょっと１点だけ。例えば、条例でのいわゆる緩和措置とか、こういうところ

がやっぱり必要じゃないかと思ったんですね。例えば、よくわかりませんけど、何％つけれ

ば建ぺい率を若干緩和してくれるとか、何かそういうふうな、いわゆる優遇措置ですよね。

こういうものが何かできないのかなと思っているんですけど、保安的な部分の妥協はできま

せんけども、メリットが建築者に出てくるようなものの条例的なバーター的な措置ですよね。

こういうものが必要なのかなという気はします。 

○飯田委員 コストに関しては揺り戻しでないかと私は思うんですね。０６年は確かに短期

的に高くなっているかもしれませんが、これはヨーロッパの方に引きずられている方で、マ

クロに見れば、サプライの方は逆にかなり積極的な拡張が国際的にも見られますし、当然シ

ャープさん京セラさんもそうだと思いますが、マクロに見ると、いわゆる技術学習曲線と言

われるいわゆる累積生産が倍増すれば、８５％のコストで下がってきているので、この短期

的な局面をあまり取り上げる必要は私はないと思います。明らかに、わずか数年前まではキ

ロワット１００万円、キロワット２００万円という時代が今はキロワット６０万円とかそう

いう話になっていますので、まず、これはとにかく需要の拡大によって引き下がる。これは

もうパソコンを見ても何も見ても明らかなので、あまりミクロな０６年が短期的に上がった

という話は大きな意味はないと。 

 むしろ、いわゆる従来型のプッシュ型の営業で、例えば人件費がそのまま乗っかるような

サプライチェーンでの売り方ではなくて、より効率的なビジネスモデル等々で、これもだか

ら需要が上がれば単にセルの価格が下がる云々だけではない、いろんなコストダウンの余地

はもちろんあって、それはメーカーだけではなくて、サプライチェーンをめぐる全体のビジ

ネスのコンペティションによって下がっていくんだと。その中に、今度本田の新しい技術と

か、いわゆる破壊型技術によってまたがくんとひょっとしたら下がるかもしれない。下がら

ないかもしれませんが、そういうさまざまな技術イノベーションがミクロにマクロに折り重

なっていくと。それをどういうふうに政策的につくるのかというのがポイントだと思うので、

マクロトレンドは絶対見失わないようにする必要があると。 

 ということと、もう１つの今の政策的に優遇というのは非常に重要なんですが、建築に関

する緩和というのは一方で環境を非常に悪化させるので、それだけはやっぱりやるべきでは

ないと。やるのであれば、先ほどの固定資産税とか、それから住宅で今ローン減税とかいろ
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いろありますので、そういった方面でいろいろ優遇措置をとることで、前回太陽熱も出たん

ですけども、建築物の容積率を緩和させるというそういうことは、環境をやっている人は間

違っても言うべきではないというふうに思います。 

○大野委員 いろいろとご意見いただきましたけど、価格の問題、それからいろんな税であ

りますとか建築に関する制度のありようについては、今の全体のご意見を踏まえて適切な記

述にしたいというふうに思います。 

 あと全体に関してはほかにいかがでしょうか。よろしいですか。また後で戻っていただく

ことにいたしまして、そうしましたら、２つ目に２ページ、３ページ、４ページにかかるわ

けなんですけども、普及拡大スキームにつきまして議論を進めてまいりたいと思います。 

 まず最初にお話し申しましたように、全体にいろんなプレイヤーがそれぞれの役割を果た

しながらこういうふうに、今の隘路を何とか打開をしていこうというふうなことになってい

るんですけども、まず全体に関してご意見をいろいろといただこうと思うんですが、いかが

でしょうか。 

 本多委員、お願いします。 

○本多委員代理 それでは、２ページ目のスキームの中で、ちょっと２点気づきといいます

か、気になった点があります。 

 まず１点目のグリーン価値の買い取り制度の創設の中で、１番目の黒ぽつですけども、こ

れはあとはスキームのところにも出てきますけども、自家消費分と余剰電気分というふうな

形で一応は言葉で分かれておりますけども、実際には余剰電気分というのは既に余剰電力と

して買い取られて、ＲＰＳで電気以外の価値も認められているということになりますので、

実際には、法的なことはよくわからないんですけども、電力会社さんの方に所有権といいま

すか、移っていると思うんですよね、すべてのものが。そうすると、自家消費分に対するグ

リーン価値を何らかの価値づけをするというのは、これはどこもまだやっていませんので、

これはいいと思うんですが、余剰については別の名前といいますか、プレミア分とか何か、

そういう自家消費と余剰分は分けた扱いが、価格は一緒になるかもわかりませんけど、扱い

としては分けた方がいいんじゃないかというふうに思います。 

 それから２点目なんですけども、同じところの黒ぽつの３番目なんですけども、省エネ住

宅と組み合わせるというのは、これは総合的には大変いいとは思うんですけども、爆発的な

導入ということになりますと、やはりストックの方々に、こういう省エネ住宅じゃないもの

でも入れたいと、つけられるという方々にも、当然のことながら、グリーン価値はあるわけ
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ですから認めないと、ちょっと量的にかなり苦しいことになるんではないかと。普及の量で

すね。恐らく東京都さんが毎年十七、八万件が新築で、そのうちの恐らく戸建ては５万件ぐ

らいだと思うんですけどね。そうなってくると、完全に省エネ性能とペアリングされたもの

だけになるとちょっと苦しいと。いや、かなり苦しいと思います。ただ、総合的な価値はあ

るわけですから、それを例えばランク分けするとか、何らかの形でプライオリティーをちょ

っとつけてやるとかということはあったとしても、それ以外の既築の方々でつけられる方に

もグリーン価値は認められるべきだというふうに思います。 

○大野委員 ２点目はちょっとご議論いただきたいんですけど、１点目は、これはあれです

よね。現在の余剰電力購入メニューを前提としてそれにオンするというんじゃなくて、余剰

電力購入メニューのかわりに考えている制度ということなんで、このスキームはだから、今

までのように東電さんが余剰分を環境価値も電気も含めて買っているという世界じゃない世

界を考えようということだと思うんですね。ですから、そういう意味でダブルカウントにな

らないという、そういう理解でよろしいんですよね、この中で書いているのは。 

○影山委員 関連して、私もその質問をしたかったのは、ここで言っているグリーン価値と

いうのは一体どういうものなのかというのはちょっとご質問させていただきたかった。一般

に言われていますグリーン価値というか、太陽光の価値というのは、今、本多さんおっしゃ

られましたＲＰＳの価値、それからＣＯ２がゼロの電気であるという、そのＣＯ２での価値

ということがあるかと思うんですけども、このグリーンの価値というのは、一体どういうも

のを言っていて、それをどういうふうに、３ページ目になりますけども、「証書化により企

業等のカーボンオフセットに活用」というふうに書いてありますけども、どういうふうにさ

れようとしているのかというのがちょっとよくわからなかったものですから解説をお願いで

きればと思います。 

○小原副参事 今のご質問にお答えいたします。 

 私どもの方で、４ページ目の図がわかりやすいかと思うんですが、この上段の部分でござ

いますが、ここで、上の方が黄色い自家消費とちょっと茶色っぽい余剰電気というように分

けられておりまして、下の方が緑で全部一緒に塗られておりますけれども、今、その茶色い

部分の下に当たる緑色のところが、余剰電力として一括して東京電力さんがお買い上げいた

だいているものだと思っております。そうしますと、電気としての価値分を除いた部分がグ

リーンの価値というように見ておりまして、その中にはＣＯ２を削減する価値、あるいはＲ

ＰＳとしての価値両方――両方というか、そこに関しての整理というのは、今、国において



 18

行われるところなのかなというふうに見ておるんですけれども、その両方、あるいは一緒に

なっている１つのものの価値としてグリーンの価値を見ております。 

○影山委員 両方の価値を下の緑のところで東京都さんの方が買い取りをされるということ

ですか。 

○小原副参事 この図ではそのように想定しておりまして、その両方の価値というのが、今

まさに国のＲＰＳの議論の中で、ＲＰＳ価値としてストックされているものを一部ＲＰＳの

義務量として割り当てるところから控除して、別にＲＰＳの枠の外に出す仕組みというもの

を資源エネルギー庁さんの方で検討しているというように伺っておりまして、つまり、ＲＰ

Ｓ価値とＣＯ２を出さない価値という２つのものがダブルでカウントされないように、そこ

が整理されることをにらみながらのお話になっております。 

○影山委員 そこのＣＯ２の価値とＲＰＳの価値と切り離すかどうかというのは、ちょっと

私存じ上げませんでしたけれども、ＲＰＳの価値でも、ちょっと定かではありませんが、電

力会社以外の方が買われるとか取引をするというのは、今の法体系上では無理ではないかな

という気がしますので、そこは場合によっては法律の解釈、あるいは改正も視野に入れてと

いうことなのかもしれません。いずれにしても、今おっしゃられたように、ＲＰＳの価値及

びＣＯ２の価値を東京都さんが買い取られるということであれば、我々電気の部分だけをこ

の茶色の部分で我々が買い取るという、そういうことになるということですね。 

○大野委員 まず１つ、これは東京都の買い取りというご提案をしているのではなくて、公

的な買い取り制度ということなので、いずれにしても、発想としては、社会全体でどんなふ

うにグリーンの価値を打ち出すかということなんで、東京都の買い取りというお話では全然

ないんですけども、いずれにしろ、先ほどの本多委員からのご質問との関係でいえば、今の

余剰電力購入メニューの上にこれが乗っかるという想定ではなくて、余剰電力購入にかわっ

てこういう新しい制度に移行したらどうだろうかという話ですので、まさにそうなった場合

には、余剰の部分はまさに電気だけの部分を電力会社さんが買って、それ以外のグリーンの

価値は自家消費分も余剰分も公的に何らかの形でサポートすると、そんなふうな整理かと思

いますが。 

○影山委員 わかりました。 

○大野委員 飯田委員。 

○飯田委員 若干の補足も含めて私の評価というか、まずこの制度を仮に実現すれば、非常

に画期的になるというふうに思いますので高く評価します。特に電力会社さんは、これが導
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入された以降は、従来までこれまでは頑張っていただいたわけですけども、この先拡大する

部分は重荷を背負わなくて済むという意味では、それぞれお互いに、公共政策としても、電

力会社さんとしても、あるいは太陽光普及の事業者、都民双方ともちょうど歩み寄れるよう

な領域なのかなというふうに思います。 

 先ほどちょっと法律論の話があったんですけども、これは既にもう実現していることなの

で、特に法律改正は要らないというふうに思います。１つはまず、電力会社が太陽光のＲＰ

Ｓ価値を買い取らないケースについては、例の同意書を結ばないケースというのは既にもう

何件もありますので、逆に電力会社さん、どうしても高くても欲しいとおっしゃるのであれ

ば買っていただいてももちろんいいと思うんですが、電力会社さんとしてはＲＰＳの義務達

成のためには、より安く効果的なものを、それこそ北海道の風車とか買っていただく方がい

いのかなと。 

 それからグリーンの価値とＲＰＳに関してはもう既に実現していまして、経産省のＲＰＳ

の口座の中から落とすときに、これをグリーンの価値に充てるというのはもう既に明記され

ていますので、ちょうど扉の表裏のように、グリーン電力認証機構の方ではＲＰＳから落ち

たものだということが確認されますし、ＲＰＳの口座の方ではグリーンの方に行ったという

のは、ダブルカウントはそこでは起きないと。 

 ちなみにＲＰＳに関しては、ＣＯ２の価値の議論と経産省でもちろん行っていないわけで

すけども、グリーンの価値に関しては、これはＣＯ２の価値があるという形で取引されてい

るので、表ではあいまいになっているんですが、裏ではＣＯ２の価値を含んで、それは扉１

枚で表裏行き来可能ということは、実態としてはＲＰＳにはＣＯ２が含んでいるという含意

でやっておいた方がいいんですが、こちらこそが法律論を待った方がいいかというふうに思

います。 

 ちなみに、環境省の方では今、温対法の改正の文脈でグリーン電力証書に関するＣＯ２価

値折り込みを準備中というふうに聞いていますので、これはより国の制度としては入ってく

るだろうと。そうするとますます、じゃあＲＰＳのＣＯ２価値はどうなんだという話は、い

ずれ避けて通れない話にはなってくるというふうに思いますが、そこはまだ議論には入って

いないというのは確かですが、このグリーンの価値に関しては、要はＲＰＳの価値ががらっ

とグリーンにかわって、そこにはＣＯ２も取り込んでというのは、既に運用としては経産省

も含めて行われているということで、法的な問題は今のところないというふうに考えればい

いんじゃないかというふうに思います。 
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 あとは課題としては、これを実施していくためのどういう財源でまずやっていくのかとい

うあたりをちょっと事務局にお伺いしたいなというふうに思います。 

 あとは東電さんには、このグリーンな価値を落とした後のいわゆる生電気ですね。本多さ

んちょっと誤解された、今の余剰ではなくて新しい新規の余剰については、電力会社さんが

どういう価格で買っていただけるのかと。これも１つの論点かなと。それによってこの太陽

光が今後支えられていく１つの枠組みが入っていくと思いますので、これもあるかと思いま

す。 

 それから、もう１つ大きな論点としては、２つの新規と既存の議論をしておく必要がある

かというふうに思っていまして、２つの新規と既存というのは、まず太陽光そのものでもう

既に都民の方がつけておられる太陽光とこれからつけられる太陽光、この制度の対象になる

のはどちらだろうかということが１つと、それから、新設住宅の中に最初からついている太

陽光と古い住宅の屋根に後からアディショナルにつける太陽光、これはコスト、住宅メリッ

トそれぞれ変わってきますのでそこら辺は、だんだんちょっとパーツに入って申しわけない

んですが、そういったところが大きな論点としてあるかなというふうに思いました。 

 以上です。 

○大野委員 個別の話もありましたが、その前に本多委員。 

○本多委員代理 勘違いしているかもわからないので、ちょっと私が申し上げたのは、今、

余剰電力についてＲＰＳ制度にとってかわる扱いをするということになると、そのＲＰＳの

価値をもし落とされてしまうと、これは全国にものすごく影響を及ぼして、東京都は支援を

するから、東京電力さん管内は、それがなくなっちゃったということになると、大変大きな

マイナスの影響要因になると思うんです。私はさっき別の理由が要るんじゃないですかとい

うのは、ＲＰＳ制度は既に走っておりますので、それと並列で走りながら余剰に対する扱い

は東京都はこうすると。その部分の余剰に対する扱いがＲＰＳ制度にとってかわるという説

明はまずい。ＲＰＳはＲＰＳでそれはもう走っていて、それはある意味で電力会社さんにゆ

だねられている部分がありますので、そうじゃなしに、東京都はこの部分はこう扱うという

ふうに並行で、ＲＰＳの動きとは関与しないで東京都は制度をつくるべきじゃないですかと

申し上げたんです。 

○大野委員 その点はそういう考え方もあろうかと思いますけど、どうですか、今のご意見

に関しては。 

○飯田委員 たびたび申しわけないんですけど、影響があるからといって目をつぶって避け
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るわけにいかなくて、これは最初に私自身も議論しましたし、影山さんもおっしゃったんで

すけども、余剰電力購入メニューというのは結局今矛盾の塊で、ＲＰＳは実はその中にかな

り乱暴に入ってきてしまったという……。しかも、国は一方的に補助金を取り下げてしまっ

たという、この矛盾な塊を置いたまま、じゃあそれはそっとしておいて、それと別のところ

で制度をつくるというのはちょっとおかしい話だと私は思います。むしろ、今ちょうど国が

目達計画、いわゆる京都議定書達成計画の見直しとかをして、これも国の方はちょっとひど

い話で、本来京都議定書達成計画を待ってから、その議論の中でＲＰＳ制度の見直しも本来

やるべきなのに、先に目標値も決めてすべて終わってしまって、あんな小さい目標値で小手

先で終わってしまっているので、むしろ東京都がまずこういう新しい制度を実験的に、例え

ば東京電力も乗れる形でやるので、これを見ながら国制度の国全体の制度の見直しもしてい

こうという働きかけをしないと、ほかの電力会社もいつ一抜けたと言うかわからない状況な

ので、そういう働きかけも、これは私どもを含めてですが、東京都もぜひ国にも働きかけつ

つ、あるいは東電さんもほかの電力会社に呼びかけつつ、これを１つの社会的実験にしよう

と、むしろこれを積極的に受けとめるべきではないかというふうに私は思います。 

○大野委員 この辺はいろいろと議論があるところだと思うんですけども、ただ私も、恐ら

くＲＰＳの価値はそのままで、プラス何らかの環境の価値ということで公的に買い取るとい

う整理にすると、じゃあどういう環境の価値があるんだというあたり、なかなか公的な全体

で支えるという合意はとりづらいんじゃないかなという気はするんですけどね。これは両方

あるとは思いますけども。 

○宗吉委員 多分、本多様のおっしゃったことは、いわゆる今余剰電力というのは、購入し

ている２５円というようなキロワットアワーの単価で、やっぱり同じような形で買い取って

いただいていると。これは本当は高過ぎるんですよというのが今の考え方なんですね。だか

ら、グリーン価値を含めるともっと本当は安くしなくちゃいけないんだと。だから、こうい

うふうな形態を取り入れた場合、今までであれば２５円で買ってくれていたけども、例えば

余剰電気であれば、電気分であれば、例えばこれは４円だけだと。じゃあ、グリーン価値の

部分はそれにプラス８円だと。そうなると、市場からいいますと、市場が急に今まで２５円

だったのが１３円ぐらいになってしまうとか、あるいは１２円ぐらいになってしまうとか、

この価値を入れてもですね。そういうことで、ちょっと市場が冷え込まないかなという懸念

がやっぱり、それは一時的な問題かもしれませんけどもね。恒久的にこういうものの施策は

当然ながら必要なんですけども、そういうような懸念もありますよということで、確かに今
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住宅はちょっと冷え込んだ状況にございますので、またさらに追い打ちをかけるような何か、

またマイナス要因というふうにとらまえられないかなと。こういう懸念はあるというふうに

私も感じております。 

○大野委員 わかりました。その辺のところ、先ほど飯田委員からも、都の方の財源をどう

するんだとか、東電さんは電気代だったら幾らで買えるのかというようなご質問があったん

ですが、これは直ちにこの場でどうこうという話ではなくて、むしろ着地点としては、私は

今回のスキーム全体としてどうなのかという、全体としてみんなが合意ができるのかという

あたりをまず確認した後に、そうであれば、具体的なパーツパーツを詰めていこうというこ

とかなと思うんです。 

 そのときに、４ページ目の一番最後のところで、現在はなかなかその耐用年数内では投資

回収は困難なんだけども、目指すべきなのは、ほぼ１０年程度で投資回収できるようなスキ

ームにしたらどうだろうかという、ここが一番大事だと思うんですね。これにはまるように

それぞれがそれぞれでどんなふうな役割を果たせるのかというあたりを目指して、それぞれ

がどこまで頑張れるかというようなことを、今後だんだん具体化をしていくということだろ

うと思うんですけども。 

○影山委員 一番最後のご関心の環境価値がなくなった分、電気を電力会社が買い取った場

合に幾らぐらいかという話については、ほかのいろんなコジエネですとか、そういうところ

の電気も買っておりますけれども、環境価値は全くないという電気であれば、これは季節帯

とか時間帯によって違いますが、大体２円から５円ぐらいの価格で買っておりますので、こ

れは全部同じ価格で買わざるを得ないと思いますので、多分そういうような金額になるんだ

ろうと思います。 

 それで、先ほどの話で、ＲＰＳについてですけれども、ＲＰＳについては、最終的に義務

が発生しているのは電力会社、ＰＰＳと一般業者だけですから、ですからそこのところへ回

り回って戻ってくれば、そこで電力会社とかＰＰＳが買うということになるんだろうと思い

ます。ただ、先ほど言ったのは、そういう取引を間に、例えばもし東京都さんが買い取られ

たりした場合に、そういう仲介みたいな、ＲＰＳが何回か行ったり来たりというのが今はで

きないような仕組みになっているのではないかなというふうに思いますので、そこはちょっ

と制度をしっかり見てみなきゃいけませんけれども、そういう形で戻ってくるのであれば、

一応ＲＰＳの価値は最後電力会社に来るということになるんだろうと思います。 

 ＲＰＳとそれからＣＯ２の価値、これを切り離すかどうかということについては、先ほど
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飯田さんが言われたように、今まさにどういうふうな形になっているのかというのを、これ

から制度上検討する必要があれば検討していかなきゃいけないということを役所の方でやっ

ていると思いますので、それは今後の検討の中で整理することになるのかもしれません。で

すから、東京都さんがそこのところをどういうふうに企業の方に売るとか、カーボンオフセ

ットという形がつくられるのかというのは、これはよくわかりませんけれども、その国の設

計との調整ということが必要になるかもしれませんし、先に東京都さんがそういうことをや

ってしまうというのも可能かもしれません。いずれにしても、ちょっとここのところは全体

の制度設計、国全体の制度設計の中でどういうふうにできるのかというのをもうちょっとよ

く整理された方がいいかなというふうに思います。 

○末吉委員 今の話は、この３ページの図で見ると、右の方に「証書化により企業等のカー

ボンオフセットに活用」と書いてありますよね。つまり、最終的には企業がその分にどうい

う価値を見出して買うのかという話とも関連しますよね。逆に言うとオフセット化、証券化

する価値は何を証券化するのかということと直結に結びつくと思うんですよね。だから、そ

うすると、例えばＲＰＳ法の分とダブルカウントになっちゃうといったら、企業は多分とい

うか、この証券を買う人はそんなダブルカウントになるのを買うというのはおかしいという

ふうに思うんだと思うんですよね。ですから、その辺の証券化される価値の中に何が入るの

かという議論と一緒にしないと、単純にこれはお金を出しなさい、買えというだけではいい

と思うんですけれども、ですから、そういうのからするとダブルカウントがないんだと。ど

こかでダブルカウントをしないんだと。ここで二重に買うけども、例えばＲＰＳ法ではそれ

はＣＯ２価値は認めないんだというふうにするのか、いや、その分がまだ不十分だから、こ

の制度で同意して公的なところでシステムで買い取りをして、全体の促進をするんだと。今

のゼロベースで考えると、そこに幾らグリーン電力をふやしていくのかと。そっちの方に非

常に注力するという目的であるならば、そこにもっとインセンティブがわくようにすべきで

すよね。ですから、まさにこの図であるとおり、ブラウンの部分にプラスアルファが本当に

出ないとこの意味がないわけですよね。まさにおっしゃったとおり、１０年以内の償却とい

うのはできないんだと思うんですね。 

 ですから、この制度は、入り口からずっと見ていくと非常にすばらしいんですけども、出

口のところで本当に売れる価値をどう評価していくのか、表現していくのかということの議

論が非常に重要で、そうした場合に、じゃあ企業がオフセット分を証券化されたもの、その

証券を買うときに、買う人に今度どういうインセンティブを与えるのかというようなところ
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もないと、例えば、ただそれは企業のＣＳＲ上そういうことを要求するんだということだけ

なのか、この証券を買う企業に別途違うところでのインセンティブがいくんだと。例えば、

そこはグリーン企業だといって消費者が支援するような仕組みをどうやってつくっていくの

かとか、そういうような出口のところのことも非常に重要なんだと思うんですよね。 

 それから、これは例えばの話でありますけれども、京都メカニズム上の正式のＣＤＭの扱

いではないんだけれども、ポスト京都も考えると、準、ｑｕａｓｉ、疑似ＣＤＭだとして国

内では非常に評価するんだといったようなことを全体で、あるいは少なくとも東京都でどう

つくれるかという話ですよね。ですから、そこのところ都の議論と一緒にぜひした方がいい

ような気がいたします。 

○大野委員 結局、ＲＰＳ価値をダブルカウントするかどうかみたいな話は、末吉委員や宗

吉委員がおっしゃったように、全体でどういう価格がついてくると本当に回る仕組みになる

かという話と不可分で行ってしまうので、ちょっときょうはそういう論点があったというこ

とを一応記録にとどめて、あとは具体的に話を進めていく中で議論を進めればいいかなとい

うふうに思います。 

 あとは、末吉委員がおっしゃった最後の出口のあたりも、これはほかの制度との関係なん

かもありますので、ほかの制度の検討とあわせて具体化が進んでいくかなと思いますが、そ

の点について、もしご意見があればどなたかいただきたいのと、あとそれから、本多委員が

冒頭におっしゃった２点の中の２番目の住宅の省エネ化とリンクするべきかどうかというあ

たりについてもまだ議論はしておりませんので、その辺についてもしご意見があればと思う

んですが、いかがでしょうか。 

○塩委員 では、２番目の本多委員がご指摘になった既築と新築ということで、若干補足説

明になると思います。同じことを考えていますので、若干説明させていただきます。 

 去年、やっぱりＰＶは２割新築、８割既築ということでこの両者は大きく違います。新築

に関していいましたら、基本的には品格法という法律がありまして、新築の場合はワングレ

ード防災性能とか省エネ性能が高い住宅という認定制度もあります。その分に関しましては、

実は東京都というのは住宅の中でも一番厳しい市場でお客さんのレベルが高い市場なんで、

こういうことをセットでするということは、多分ほとんどオーケーでノープロブレムで受け

入れられるだろうと思うんです。ところが既築の場合は、一番問題になるのは躯体です。と

にかく、太陽光以外の省エネ設備で、エアコンとか給湯器とかを省エネ型に買いかえる、そ

こまではオーケーなんですけども、躯体を触らなきゃならないとなったら、ちょっとやれば
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３０万円、何か大きくやれば１００万円単位でやっぱりコストをかけないと耐震性能も省エ

ネ性能も断熱性能も上がっていかないと。それに見合うポテンシャルの補助があるのかとい

ったら、そうじゃないんだったとしたら、本多さんが言うように全く厳しいというのは事実

なんで、既築と新築というのはそこで明らかに分けるべきじゃないかなと私ども思います。

というのが１点です。 

 あと言葉で、「耐震化」という言葉がいきなり出てきているんですけども、これは地震だ

けじゃないいろんな意味のものがありますので、これは言葉としては何か、防災とか安全と

かちょっと言葉を変えられた方がいいんじゃないかなと。ここで耐震というのがいきなりく

ると何でという、なぜ耐震だけというのが若干違和感があるかなというふうに思います。震

災があったんで耐震で、特にこの環境とどう結びつくのかが、いきなり耐震と言われるとち

ょっと違和感があるかなと思いますので、防災とかと書かれて、具体的には耐震のこの基準

を満足すべきみたいな方にされた方がよりわかりやすくなるかなというふうな気はします。 

 以上です。 

○大野委員 ありがとうございました。住宅への要求に関連してご意見いかがでしょうか。 

 飯田委員。 

○飯田委員 住宅への要求の一歩手前として、並行して進んでいる、いわゆるグリーン価値

の買い取りに関しては、いわゆる太陽熱というものもあわせて折り込めるのかなというふう

に思ったのが１点ですね。それを両方あわせて省エネの部分については、やはり一定程度折

り込んだ方がいいだろうというふうには思います。ただ、両方とも高いクライテリアにする

と、特に省エネを高いクライテリアにして既設を対象にするとなかなかハードルが高くなる

ので、省エネは省エネで一方できちんと住宅の方で基準化とかもろもろで高めていきつつも、

こちらは一定程度の足切りをしていくとか、何かそういうような方向性を考えるといいのか

なというふうに思っています。 

 それと、先ほどのグリーン価値の話でちょっと、宗吉さんが４円に８円で随分価格が下が

るというのを心配されていたんですけども、当然１０年程度で回収しようとすると、ドイツ

の８０円９０円という価格に行かないまでも、それなりに高い価格というか、価値を想定し

ないといけないので、そこはグリーン価値のところでかなり頑張る必要があるんだろうとい

うふうに思いますので、ここが８円に落ちるというようなことはあり得ないだろうと。もっ

とはるかに高い価値だろうというふうに期待をしていますし、そうでなければさすがに現時

点では１０年は無理だろうというふうに思います。 
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 一方で、東電さんというか、電力さんが幾らで買うかという話に関して、これは今後ぜひ

いろんな形で支援をご期待していますが、ＲＰＳのように、国から義務で押しつけられたよ

うものに関しては、いわゆる燃料炊き減らしというので３円とか４円という値段がついてい

るんですけども、グリーンな自発的な取り組みに関しては、エピソードとして、一番最初に

私も入って、東電さん、それからソニーさんという我々が認証機構づくりにつくったグリー

ン電力証書の一番の成り立ちのときには、いわゆるＣＯ２を含めた環境価値をすべて放棄し

た生電気を屏風ヶ浦の風車を東電さんは６円で今でも買っておられますので、大きい企業と

は言いつつも、一私企業の取り組みに６円を出されておられるわけですから、都民の普及に

関してはもっと好意的な取り組みをされるんじゃないかというふうに期待します。 

 もう１つは、昔東電さんと協力して太陽光の普及を推進市民フォーラムで私が在席してい

るころに一緒にやったんですが、太陽光に関してはピークカット効果があるというのを、こ

れは東電さんの研究所の方で出されて、ただ、変動しますので、大体キャパシティーの１

５％ぐらいという、１００％全部のピークカット効果ではないんですが、それにしてもピー

クカット効果があるということですので、そのソニーさんに対するグリーン電力抜きの価格

であるとかピークカット効果とか、そして都民への普及の貢献と、そういったものをいろい

ろ積み上げると、この電力会社さんの東電さんの協力の姿勢というのも、それなりに期待を

――それなりにというか、ＲＰＳのように国から義務づけられたような炊き減らしという論

理ではないんだろうというふうに私は期待しております。 

○大野委員 これは今期待が表明されましたけれども、あまりこのテーマは議論を詰めない

ような気がしますので、きょうは期待があったということだけにしておきたいというふうに

思います。 

 あとほかに、もう１つご議論いただきたいと思っていますのは、先ほどの４ページで申し

上げましたけども、目標としてほぼ１０年程度というふうな目標設定というのはどうですか

ね。現状では、単純に考える２０数年、あるいはそれ以上ですか、かかってしまって、耐用

年数が一応メーカー保証は１０年で実際は２０年ぐらいもつだろうというふうに言われてい

ると思いますので、なかなか耐用年数内での投資回収は困難であると。これはなかなか進ま

ないわけで、それを１０年ぐらいというふうな目標を立ててみたんですが、これは実際に小

島さんなり塩さんなり、消費者と接している立場から見るとどんなふうな印象でしょうか。 

○塩委員 １０年といえば、恐らく多くの方が反応される非常に魅力的な数字だと思います。

弊社も一番最初に太陽光を導入したころに、結構サービスみたいな価格を入れて、５０年で
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回収できるみたいなことをキャンペーン的にやったんですけど、やっぱりものすごく食いつ

きがいいといったらいいんですか、ヒット率がすごく高くなりますので、これは非常に魅力

的だとは思いますが、ただ、それがどれだけギャランティーされているのか。そこにどれだ

けのリスクがあって、ある条件下の１０年という、そこのところを明確にして本当に１０年

が言えるんだったら、それこそ爆発的に数が伸びるという、期待できる数字だと思っていま

す。 

○小島委員代理 私も塩さんと同意見ですね。やはりお客様が導入されるときにさまざまな

リスクを想定されます。例えば、これが途中で壊れたらどうなるかとかということを考えた

ときに、保証期間が１０年ということなんですね。そうすると、１０年を超えた段階で元が

取れるということは、１０年から先は何の保証もないような状態で運転しなくてはならない

と。ここはやっぱり大きな障壁になっていると思いますので、１０年というのは１つの区切

りとして適切じゃないかと思います。 

○大野委員 ありがとうございました。この点に関連して何かご意見。末吉委員。 

○末吉委員 これは前提として、最初に全部買い取るという前提ですよね。ちょっと僕、で

きれば皆さんのご意見を聞きたいんですけど、リースというのはできないのかなと思ってい

ますけどね。リース機能を持ってくると、初期の２００万なら２００万の投資が不要なわけ

ですよね。ただ、基本的にはリース機能というのは、お金を借りてくるよりはちょっと金利

が高くなりますので、ランニングコストは高くなるんですけど、初期の２００万円という投

資が不要になりますので。それから、多少技術革新のことを考えたり、今のような壊れると

かいろいろな……。単純な発想なんですが、車だって２００万円のものをリースで使う人だ

ってふえているわけですし、ですから、この金融機能の中にリース機能というのをもうちょ

っと入れられないのかなというような、いかがでしょうかね。 

○大野委員 これは現状では何かそういう商品もあったりするんでしょうか。塩さん。 

○塩委員 リースは確かに、経済論理で言ったらそうなんですけど、逆にリースというのは、

メンテナンスとお客様のお相手をするのに非常に、企業としてはコストがかかるわけですね。

ここで言っていいのかわからないんですけど、例えば燃料電池系とか、別にガスの悪口を言

うつもりはないんですけども、そういうところは３年ごとにエンジンを交換するとか、いろ

んな意味で、運転するがためにメンテナンスが１年単位で必要であるという話であれば、こ

れはリースが絶対にいいんですね。ところが、太陽光発電のいいところは、そういうメンテ

ナンスが割とフリーで、パワーコンディショナーはある程度１０年に１回ぐらいかえないと
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いけないと。そのままほうっておいてオーケーだというところが太陽光のよさなんですけど

も、リースでやっちゃったら、それを全部消して、逆にコストが上がるんじゃないかなとい

う懸念を非常に持っています。そういう意味で太陽光は向かないんじゃないのという感じは、

運転とか、実で稼働する意味ではそういうふうに、かなり私見に近いんですけど、思ってい

ることは事実です。 

○大野委員 ありがとうございます。今のに関して何かほかの委員の方、ご意見ありますか。 

 よろしいでしょうか。では、飯田委員。 

○飯田委員 我々の関連事業で長野県飯田市で分散型の、リースともちょっと違うんですが、

分散型に設置をして、それをモニタリングするという事業をやっているんですけども、今の

リースと多分リンクして話をすると、一般家庭の人は結局素人が多いので、価格交渉にして

も、実際にその設置に関しても、本当に最適になっているかどうかというのはなかなか判断

が難しいかもしれないと。それに対して、そういう形でリースをする側に専門的な知見があ

って、最も効果的な導入及びコストを最適化することによってそのあたりが、あるいは一括

調達とか、そういったところでトランザクションコストを下げていったりするようなことも

一方であるかもしれないので、検討すれば非常におもしろい可能性は一方ではあるかなとい

うふうに思います。 

○大野委員 ありがとうございました。最初に私、議論を全体のスキームと個別というふう

に申し上げたんですが、実際の議論の中では両方の発言が一緒になって進んでいると思うん

ですけども、一応お昼までということなので、あと３０分ということなんですけども、ほか

の論点につきまして、ご意見ご質問等があれば。本多委員お願いします。 

○本多委員代理 今回のペーパーの中で１点ちょっと気になっているのが、確かに住宅とい

うのはポテンシャルとしてものすごく大きくて、恐らく７割ぐらいは住宅じゃないかと思い

ます。もし１００万なり５０万入れるとしたらですね。一方で、産業用といいますか、これ

はかなりの規模がいろいろあると思うんですけども、産業用と、それからもう１つは公共用

といいますか、都の関連施設と。そういう部分も何らかの役割と導入目標みたいなものを入

れてやらないと、ちょっとその部分が、住宅がちょっと特化されて、ボリュームは大きいと

は思うんですけども、バランスとしてはそういう部分も、ここはこうするんだというのが要

るんじゃないかというふうに思います。 

 さっきの１０年のコメントですけども、大変画期的だと思います。だあっと行くためには

やっぱりそれぐらいのものが必要だと思います。ただ１点気になるのは、やっぱりユーザー
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もメーカーも努力をしないとなかなかそれは手に入らないというふうな何か仕組みは必要だ

と思います。つまり、１０年たったらあともうかるよということに集中して行っちゃうと、

ちょっといろんなものがまざってくるような気がします。ですから、１０年を超えても使い

続けるようなそういう裏の仕掛けといいますか、裏と言ったら語弊がありますけど、それは

必要じゃないかというふうに思います。なるべく長く使う。使えば使うほどメリットがあり

ますよというふうなものは必要だと思います。財政的には１０年がもしうたえれば、これは

塩さんもおっしゃっていましたけども、多分ヨーロッパ並みになろうかというふうに思いま

す。 

○大野委員 ありがとうございました。この検討会では最初から、メンバー構成を見てもわ

かるように住宅に、どちらかといえばシフトをして検討を進めておりますけれども、全体の

中ではこれとは別に、東京都は今環境基本計画というのをつくっていまして、その中では既

に幅広くいろんな意味での再生可能エネルギーの拡大方策について検討しておりますし、あ

と公共の中で、東京都の分だけについては、東京都関係の建築物の仕様を、「省エネ東京仕

様２００７」というのをこの前つくりまして、その運用方針の中で、それは省エネ仕様なん

ですけども、その運用指針は間もなくつくるんですが、その中では、東京都関係の建物につ

いては、太陽光発電なんかについてはこういうふうに入れていこうみたいなことは出してい

こうと思っております。公共用はそこでカバーできる部分もあるだろうと思います。 

 それでは、ほかに何か。末吉委員。 

○末吉委員 ちょっと思いつき的なんですけど、太陽光発電の普及啓発の中で、実際の大人

を対象にしての今お話なんですけども、いずれ大人になってくる子供たちへのこういう知識

やニーズの普及というのを考えますと、学校教育の現場での普及も非常に重要だと思うんで

すね。何か聞くところによると、小学校４年生ぐらいで太陽光発電のことを教えているとい

うんですけども、もうちょっと何か小学校、中学校ぐらいのレベルで、このことの教育がで

きないのかなと思うんですけど。例えば、メーカーの方にお願いなんですけど、歩どまり率

は１００％じゃないと思うんですよね。そこでちょっと出るような売れないような、不良品

と言うと言葉は悪いですけど、性能に至っていないものを何か現物のサンプルとして東京都

内の学校に配って、太陽光ってこういうものだというような教育なんかできるといいなと思

うんですけど、いかがでしょうか。もう既に始まっているんでしょうかね。 

○大野委員 たしかシャープさん環境学習をやっていらっしゃいますよね。では、ちょっと

ご紹介を……。 
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○宗吉委員 今、私どもだけじゃございませんけど、当然京セラさんもどんどんおやりにな

っていまして、やっぱり普及は学習からということで、我々はソーラーアカデミーというこ

とで出前授業を今徹底してやっております。当然、だから、京セラさんも相当な勢いでやら

れておりますので、これは学校教育、小学校だけじゃなくて、今はもう中学校とか、あるい

は大学まで行っていろんな授業の一部に我々がお話をさせてもらっていると。こういう環境

が今できつつありますので、ますますこの件についてはかなり活性化されてくるんじゃなか

ろうかなと、このように思っています。 

○末吉委員 できれば、機能だけじゃなくて、ここで決まる新しいシステムも一緒に、金融

知識とか、こういうグリーン購入知識とか、そういうようなものも一緒にぜひ教えてほしい

ですよね。 

○大野委員 環境学習は……。では、本多さん。 

○本多委員代理 今おっしゃったように、皆さん各メーカーともかなり関連のある小学校に

出かけていってやっていると。それから、今、末吉さんがおっしゃっていた製品のことです

けども、これは大変微妙な問題がありまして、会社というのはブランドで物を出すものです

から、ちょっとそういうものを、言いにくいんですけれども、ある意味でブラックマーケッ

ト的に物が出ていくというのはちょっとなかなか……。ただ、そういう教材は教材で、例え

ば中国のメーカーがアセンブリーしたり、そういうものはたくさん世の中にございます。 

 教育という点では、私どもメーカー主体の太陽光発電協会という団体がございまして、こ

れは地方でセミナーをやったりなんかしているんですけども、例えば、東京都の方で、何か

そういう活動をシステム化する、制度化するということがあれば、産業界としてもそれに協

力して、例えばメンバーが持ち回りで行ってやるということは十分に可能だと思います。こ

れは最初に書かれた、例えば普及運動、国民運動の中でこういうものもメニューの１つとし

てやっていこうということは、この場というよりか、もし都の方で発電協会の方にそういう

ことを検討してくれとか、検討しろということになれば、それはやることはできると思いま

す。 

○大野委員 ありがとうございました。話が大分いろんな分野にわたりまして、実は環境学

習も、我々の中でも小原のところで担当しておりますので、きっと今のお話を受けて具体化

が何かするんじゃないかなというふうに思います。 

 何か関連してございますでしょうか。 

○塩委員 環境学習でいきましたら、弊社もいろいろな意味で学校に行っているんですけど
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も、実は私自身も大阪のとある小学校の４年生に授業を実際私がやった経験もあるんですけ

ど、ただ、メーカーの立場で、僕はやって危険だなと、やったからわかって危険だなと思っ

たのは、結構語って、マインドコントロールしているんじゃないかなという懸念もありまし

て、屋根を結局青に塗った写真とか絵とかを出しているんですけど、純粋な子供は、やっぱ

りそれは洗脳されちゃう可能性もあるので、太陽光だけじゃなくて、トータルな学習を環境

としてどうするのかの部分、全体と部分というのをはっきりさせないで自分のところだけを

やっちゃうと、結構その企業のエゴが教育に入っちゃうのは、最終的に結果として一番悪い

結果になりそうな気もありますので、その辺はぜひ全体のバランス等で見られるべきだとい

うふうに、私はやったからわかりましたけど、思いました。 

 以上です。 

○大野委員 ありがとうございます。そうしましたら、もう少し時間がございますけども、

ほかの論点について何かご意見。 

○影山委員 ４分の３ページの右下に書いてある「証書化により企業等のカーボンオフセッ

トに活用」というところですが、ここは何か具体的なイメージというのはございますか。 

○大野委員 これは、冒頭申し上げましたけども、東京都全体でこのスキームを考えてつく

っているというのではなくて、皆さんのご議論の趣旨なんかを踏まえてつくったものですの

で、特に全体について何か方針の裏にあるとかということではないというふうにご理解いた

だければと思います。 

○影山委員 何かこういうようなものをという、そういうイメージですか。 

○大野委員 はい。 

○影山委員 わかりました。 

○大野委員 いかがでしょうか。小島委員。 

○小島委員代理 証書化の件なんですけども、当然この後、今後議論していかなくてはなら

ないところだと思うんですが、１０年以内でコストをペイするということであれば、今、世

間一般でグリーン電力証書が出回っている価格から考えると、それと同程度の価格であれば

１０年でペイというのは難しいと思うんですね。なので、よっぽど高く売るような仕組みを

何かうまく考えないと、せっかくの公的なグリーン価値を購入するという仕組みもうまく回

らないのかなというところがひとつ不安であります。 

 それと並行して、さっきの東京電力さんの電気を幾らで買うかということももちろん関係

してくるとは思うんですけども、非常に気にはなっています。 
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 あと、既設住宅と新設住宅の件なんですけども、やはりこれは既設の住宅であっても、太

陽光発電導入というのは相応に考慮されるべきというふうに考えますので、例えば、省エネ

ルギーの度合いによって、つまり、新設住宅で省エネ性の高いものに対してはランクを高く

するとか、既設住宅にただつけただけというものはランクを下げるとか、そういった形で全

体をきちんと、太陽光を入れたんだけど、ある人はこういうのを受けられて、ある人はでき

ないというような状況だけは避けていただきたいというふうに思います。 

○大野委員 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 きょうの議論は、最初に飯田委員からもお話がありましたが、全体ではやっぱり需要プル

という、再生可能エネルギー戦略の中で打ち出した需要を大きく出していくというがまずあ

って、それに向けてそれを実現するような仕組みをつくっていくことが必要なんだというお

話がありましたが、その中でもし本当に１０年で投資回収という仕組みがつくれれば、これ

は間違いなく需要が相当大きく拡大するということについては、皆さん同じような感触をお

持ちかなというふうに思いまして、その点を共通の目標としながら、じゃあ、実際にどこが

どういうふうな役割を担っていけば本当に実現するのかというあたりを今後いろんな形で詰

めていければというふうに思います。 

 一応、本日の議論としては、こういうふうな需要を拡大しながらこういう仕組みをつくっ

ていくという、こんなふうなスキームに向けて、各プレイヤーが必要な役割を果たしていく

ということで、こういうスキーム自体については特に大きな異論はないというふうなことで

一応確認させていただいてよろしいでしょうか。――ありがとうございます。 

 では、一応、ほかになければ、ちょっと時間が早いですけども、本日はこの程度にさせて

いただきまして、この後、これを本当にどんなふうに具体化していくかということにつきま

しては、いろんな形でそれぞれの委員の方と議論を重ねさせていただきながら詰めてまいり

たいというふうに思います。 

 ほかになければ、本日の委員会はこの程度にしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

ありがとうございました。 

○小原副参事 それでは事務局から、次回の検討会の日程につきましてご案内させていただ

きます。次回第４回の太陽光発電利用拡大検討会でございますが、立ち上がりのときに予定

していたところからは若干おくれますが、９月ごろに開催したいと考えております。本検討

会終了後、事務局より日程調整のご連絡を、毎回同じことではございますが、ご連絡をさせ

ていただきたいと思います。日程が固まり次第、事務局から改めてお知らせさせていただき
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たいと思います。どうぞご出席のほどをよろしくお願いいたします。 

○大野委員 それでは、これをもちまして、第３回の拡大検討会を閉会いたしたいと思いま

す。 

 どうもありがとうございました。 

午前１１時４０分閉会 


