
 

 

 

 

 

 

 

第３回太陽熱利用拡大検討会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日  時：平成１９年７月２６日（木）午後２時０１分～ 

場  所：東京都庁第二本庁舎 ３１階 第２６特別会議室 
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午後２時０１分開会 

○上原主任 それでは、定刻となりましたので、ただいまから第３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。 

 なお、まことに申しわけございませんが、事務局の環境政策部副参事の小原が、本日のど

の調子が悪いため、私、環境局環境政策部環境政策課、上原が小原の代理を務めさせていた

だきます。どうぞ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、東京ガス株式会社の永田委員におかれましては所用のため、委員代理として、東京

ガス株式会社リビング技術サポート部省エネルギー・新エネルギープロジェクトグループマ

ネジャー、山本様に代理でご出席いただいております。 

 また、都市整備局住宅政策担当部長の瀬良委員におかれましては、本日所用のため、委員

代理として、都市整備局住宅政策推進部企画担当副参事、佐藤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。 

 では、机上の資料の説明をさせていただきます。 

 資料ですけれども、第３回太陽熱利用拡大検討会「これまでの委員提案等のとりまとめ

【案】」という資料と、あと参考資料といたしまして、７月１３日に開催いたしました太陽

光発電利用拡大検討会の「これまでの委員提案等のとりまとめ【案】」ということで配付さ

せていただいております。 

 また、飯田委員より参考にということで、グリーン熱証書についてのパンフレットをお持

ちいただきましたので、机上に配付させていただきました。ありがとうございました。 

 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。 

 本検討会は、これまで第１回と第２回、それぞれ各委員からのご提案をいただきまして議

論をしてまいりました。本日は第３回でございまして、これまでの委員のご提案の内容につ

きまして、さらに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、皆様からの

これまでのご提案やご意見をもとにしまして、お手元の資料にありますように、資料を取り

まとめておりますので、まずこれをご説明させていただきまして、これに基づきまして検討

させていただきたいと思います。 

 それでは、事務局から説明をお願いします。 
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○上原主任 それでは、事務局から、これまでの委員提案等の取りまとめ（案）についてご

説明申し上げます。こちらの資料をごらんください。 

 １枚目をおめくりいただきまして、これは全部で４ページの資料となっております。１／

４ページ目でございますけれども、こちらは、これまで第１回、第２回で議論をしていただ

きました太陽熱の飛躍的拡大に向けた課題と目指すべき方向性について、「課題」と「目指

すべき方向性」に分けまして整理させていただきました。 

 まず「課題」の方をごらんになっていただきたいのですけれども、課題１といたしまして

は、「製品開発の遅れ」、こちらは新たな魅力ある製品開発が、市場の停滞により、メーカ

ーさんの開発意欲というものが低下し、それによってさらに技術開発が進まないことによる

市場の停滞を招くという悪循環が起きていたということ、また、建築と一体となったデザイ

ン性のおくれということで、ホームビルダーさんと太陽熱設備技術者間の連携が希薄であっ

たためにデザイン性がおくれた製品の開発になってしまったという点がございます。 

 課題２といたしまして、「太陽熱市場における信頼性の低下」というものが挙げられます。

販売、施行、メンテナンス市場の体制の未整備による信頼性の喪失と書かせていただきまし

たけれども、撤退したメーカーの商品に対するサービスやメンテナンスが置き去りにされて

しまったこと、また、プッシュ型の販売方法、問題のある施行工法による太陽熱市場への消

費者の不信感の高まりというものが挙げられます。 

 また課題３といたしまして、「太陽熱に関するＰＲ不足」というものがございます。再生

可能エネルギーとしての太陽熱の環境的価値のＰＲ不足というものが、これまでメーカーさ

んですとか行政もなかなかされてこなかった。オイルショックを契機に、太陽熱に関しまし

ては普及が進んできたわけですけれども、そういった経緯から、太陽熱利用における環境価

値のＰＲが十分にはされてこなかったということがございます。 

 また、太陽熱利用システムの明確な認定制度ですとか性能測定基準が現在欠如していると

いうことも検討会の中で挙げられました。 

 また課題４といたしまして、「設置に係るコスト負担の大きさ」というものが挙げられま

す。設置に係る初期コストの負担感及びメンテナンス等維持費の不透明性ということで、消

費者にとってはまだまだ太陽熱利用機器の設置初期投資に係るコストというものが大きいと

いうことと、また、メンテナンスに一体幾らかかるのかということがなかなか明確ではない

ということが導入への障害となっていると思われます。 

 また、国や自治体による経済的支援策の欠如というものが挙げられます。国ですとか、ま
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た多くの自治体による補助金が年々打ち切りになってしまっているという現状がございます。 

 また、設置に対する経済的メリット感が希薄ということでございますけれども、余剰電力

を電力会社に売ることができる太陽光発電に比べて、用途が熱の自家消費のみである太陽熱

利用機器に関しては、設置者が、ガス代ですとか、どれだけ節約になったのかということが

なかなかはっきりとはわからず、そのため経済的なメリット感を感じにくいという点が挙げ

られます。 

 こういった課題に関しまして、「目指すべき方向性」といたしまして、これらの４つの課

題に対応する形で、方策の１から４というものを右側に挙げさせていただきました。 

 まず方策１ですけれども、「高品質で魅力ある製品開発」の必要性というものが挙げられ

ます。製品の耐久性、効率性、利便性など、製品の価値の向上を目指していく必要がござい

ます。耐久年数の改善ですとか、あるいはメンテナンスフリーな製品の開発による製品価値

の向上、または冷暖房システムや太陽光発電とのハイブリッドシステムなど、新たな付加価

値をつけた製品の開発促進というものが望まれます。 

 関連企業の連携による建築的デザイン性にすぐれた製品の開発と普及というものが必要に

なってきております。例えば建材一体型製品などの普及ですとか、あるいは標準化というも

のを進めることで、建築家さんなどにとっても太陽熱が利用しやすいものとなってくると思

われます。 

 方策２でございますが、「太陽熱市場の信頼性の回復」という点がございます。関連企業

の連携により太陽熱市場の信頼性の回復というものが必要でございます。例えば太陽熱利用

機器の認定制度ですとか、業者の登録制度を創設することによって、こういったものを行政

ですとか公的な機関が創設することによって、信頼性の向上というものが図られます。 

 また、定期点検の義務化ですとかサポート体制の充実という点も非常に重要な点というこ

とで検討会の中でお話がございました。 

 方策３でございますけれども、「太陽熱に関する理解促進」ということで、太陽熱の環境

的価値というものをＰＲすることによって、太陽熱のイメージアップですとか、あるいは環

境教育のツールとしての活用というものが望まれます。 

 また、太陽熱の利用によるＣＯ２の削減量など、太陽熱を利用することによってどれだけ

環境に優しいのか、価値があるのかということを消費者から見えるようにすることも必要で

す。 

 また、明確な性能測定方法ですとか、基準の確立をすることによって、太陽熱の製品その



 4

ものの信頼性の向上にもまたつながっていきます。 

 方策４ですけれども、「設置コストの低減と経済的メリットの創出」という点が挙げられ

ます。関連企業の連携により、サプライチェーン全体を通してトータルにシステム価格の低

減と標準的なメンテナンス等維持費の提示による必要経費を明確化して消費者に示す必要が

ございます。 

 また、リースなどを活用して、初期費用の低減を図るという方策も挙げられました。 

 また、国や自治体による助成、税制優遇制度などによる支援ということで、例えば新築住

宅などへ太陽熱をはじめとする再生可能エネルギーの導入を義務化するですとか、あるいは

経済的支援策をともに打ち出すということで、消費者に対して初期コストの低減というもの

が図られます。 

 グリーン熱証書市場の創設ということも挙げられます。太陽熱の生み出すグリーンの価値

を証書化して、取引制度の創設によって太陽熱の生み出す価値を経済的な価値へと結びつけ

ていくということも方策として挙げられます。 

 では、２／４ページ目をごらんください。これらの課題とそれに対応する方策を踏まえま

して、例えば東京都としては１００万ｋＷの太陽エネルギーの導入を目指して、どういった

方策をとっていけるのかというものをこちらのページではまとめさせていただきました。 

 大きく方向性をまとめたものを上に５つ書いてございますけれども、まず、今後三、四年

間に太陽エネルギー１００万ｋＷ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

設する必要がございます。 

 太陽熱利用機器メーカー、ホームビルダー、金融機関、エネルギー事業者等、太陽熱の関

連企業が一体となった太陽熱利用システムの品質、サービスの向上による太陽熱市場の再生

というものが必要となってきます。 

 ３番目といたしましては、太陽熱利用における環境価値を適正に評価して、経済的な価値

を生む仕組みづくりというものが必要でございます。 

 太陽熱利用機器の設置の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、低ＣＯ２型で災害にも強い都市づくりを目指してまいります。 

 ５番目といたしましては、集合住宅ですとか面的開発での低エネルギー開発とあわせた太

陽熱利用モデルプロジェクトの実施ということもまた重要な視点ということで挙げられます。 

 こういったことを踏まえまして、スキームの方向性を大きく３つこちらに挙げさせていた

だきました。まずは「太陽熱ルネッサンスプロジェクト」という命名をさせていただきまし
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た。太陽熱市場の再生プロジェクトです。 

 それと、「低エネルギー住宅の普及促進」、「グリーン熱証書市場の創設を推進」という、

こちらの大きく分けて３つプロジェクトを挙げさせていただいております。 

 まず、「太陽熱ルネッサンスプロジェクト」ですけれども、大きく分けまして、こちらも

「太陽熱利用システムの品質及びサービスの向上」という点、また「太陽熱のイメージアッ

プと環境的価値の理解促進」という、製品機器そのものの性能の向上、あるいは低コスト化

ですとか、そういった製品の性能の認定制度、あるいはきめ細かいサポート体制の充実とい

うことで、システムそのもの、品質、サービスの向上を挙げていくということがまず１つ大

きな課題としてこちらを進めていかなければいけないという点がございます。 

 またもう１つといたしましては、太陽熱のイメージアップと環境的価値、こちらをセミナ

ーですとかシンポジウム、キャンペーンを通して、消費者への理解の促進を図っていくとい

うこと。また、ハウスメーカーさんなどと協力いたしまして、太陽熱住宅の普及促進を環境

配慮型住宅としてアピールして促進していく。また、環境教育ツールとして活用していく。

また、消費者の皆様が太陽熱機器に関する情報を総合的に集めることのできる情報ソースの

提供ですとか相談窓口の設置というものが具体的な内容としては挙げられます。 

 下に移りまして、「低エネルギー住宅の普及促進」ですけれども、こちらは太陽熱機器は、

住宅の方に設置するということにとどまらず、ホームビルダーさんなどとの連携によって、

住宅の建物そのものの省エネ性能、パッシブ性能を向上させると同時に、耐震性能を図って

いき、住宅ストックの省エネ化、また災害に強い都市づくりを目指していくということが挙

げられております。 

 また、右に移りまして、グリーン熱証書市場の創設でございますけれども、太陽熱を生み

出すグリーンの価値を証書化して、市場での取引を可能にすることによって、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、また、消費者にとって太陽熱を設置すること

がグリーンの価値があるということをわかっていただくという点で、グリーン熱市場の創設

というものを挙げさせていただきました。 

 次のページをおめくりください。３／４ページですけれども、先ほどご説明させていただ

きました太陽熱ルネッサンスプロジェクトについて、さらにわかりやすく図にしてみたもの

が、こちら３ページ目の資料でございます。 

 太陽熱ルネッサンスプロジェクト、こちらも大きく４つに分けますと、まずは「システム

性能の認定制度の導入」というものが一つの方策として挙げられます。また、「メンテナン
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ス、サポート体制の充実」、「コストの削減、経済的メリットの創出」、「太陽熱のイメー

ジアップ」、こういった大きく分けて４つの具体的なプロジェクトをやっていく必要がある

と思います。 

 太陽熱市場の再生ということで、下に関連するプレーヤーの方たちを機器メーカーさん、

ホームビルダーさん、エネルギー事業者さん、金融機関さん、ＮＧＯさん、行政、公的機関

ということで、太陽熱を取り巻くさまざまなプレーヤーさんが、こういうような形で連携を

していきながら、太陽熱市場の再生を図っていく。各プレーヤーの方々がそれぞれの役割に

応じた責任を果たしていただきまして、太陽熱利用機器の例えばホームビルダーさんですと

建材一体型太陽熱システムの標準装備というものを進めていただきコスト削減を図っていく

ですとか、エネルギー事業者さんにおきましては、メンテナンスサポート体制の充実という

ところでご協力をいただきますとか、金融機関さんにおかれましては、太陽熱の設置住宅で

すとか、リフォーム時に太陽熱を設置した場合にはローン金利、こちらを優遇した金融商品

を創設していただくというような役割、そういったものを果たしていただければということ

でこちらをかかせていただきました。 

 ４／４ページをおめくりください。２ページ目の方に挙げさせていただきました「グリー

ン熱証書市場の創設を推進」ということで、グリーン熱証書のイメージをかかせていただき

ました。検討会の中でも、たびたびグリーン熱証書というものに関しては皆様方からいろい

ろとご議論いただいておりますけれども、こういったご議論をまとめさせていただきますと、

例えばグリーン価値の買い取り機関というもの、こちらがどういった機関になるのかという

ことは、今後またいろいろとご意見をいただきたいと思いますが、都民の方が太陽熱機器を

ご自宅に設置された場合には、それに応じたグリーンの価値を買い取りまして、グリーン熱

証書市場で、例えば企業さんですとか、そういったところのカーボンオフセットというもの

に活用していただく。そういったイメージで書かせていただきました。 

 下に移りまして、グリーン熱証書市場を創設するためには、まずグリーンの価値の認定と

いうものをしていかなければいけないと思いますけれども、その手法といたしましては、段

階的に、第一段階、第二段階と２つの段階があるのかなと思いまして整理させていただきま

した。 

 まず第一段階といたしましては、各システムの性能認定に応じたグリーンの価値を設定し、

それに応じたグリーンの価値を東京都など公的機関のカーボンオフセットに利用するという

ことが考えられます。 
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 ただ、こちらの第一段階を進めていく上での課題といたしましては、現在では明確なシス

テム性能の測定方法ですとか、基準の確立というものがいまだ不十分であるという点で、こ

ちらを明確にしていく必要がございます。 

 第二段階といたしましては、カロリーメーターを設置し、利用の熱量を計測して、その利

用熱量に応じたグリーンの価値を設定、そのグリーンの価値をグリーン熱証書市場で取引可

能にするということが挙げられます。こちらのグリーン熱証書市場でございますけれども、

将来的にはグリーンエネルギー証書としてグリーン電力証書と統合するという可能性もこの

第二段階のグリーン熱証書市場では考えられると思われます。 

 ただ、こちらに関しましての課題といたしましては、熱計測方法の標準化と安価なメータ

ーの普及というもの、こちらが必要となってきます。また、グリーン電力証書と同様に、第

三者評価機関、認定機関というものの設立というものも必要となってきます。 

 以上で、これまでの委員提案の取りまとめを簡単ですがご説明させていただきました。 

 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、発言する際には

挙手をお願いいたします。 

○大野（輝）委員 ただいま事務局から、これまでの委員提案等の取りまとめということで、

一定のスキームはご説明させていただきました。この後、これに基づきましていろいろと議

論を深めてまいりたいと思うのですけれども、大きく３つのパートに分かれてご議論をお願

いしたいと思います。 

 まず最初に、一番最初の１／４のところで課題と方向性とありましたので、これは単にこ

のスキーム案にとどまらずに、全体的にどんなふうな問題があって、どういう大きな方法で

いけばいいのかというあたりの整理なんですが、この点について１回ご議論いただきまして、

その次、２番目のテーマとして、太陽熱ルネッサンスプロジェクト等、普及拡大スキームと

してご提案を申し上げたものについてご議論いただきまして、最後に、グリーン熱証書の話

をご議論いただければと、その３つでやりたいと思います。よろしいでしょうか。 

 それでは、まず最初に、各般の経緯も含めまして、どうして太陽熱市場がなかなか大きく

進んでいかないのかというあたりについていろいろとご議論をいただきましたけれども、一

応ここで４点に整理をして、それぞれについてこんなふうな方法と整理したのですが、この

課題の認識と方向性の整理について、ご意見があればまずいただきたいと思います。いかが

でしょうか。 

○大野（二）委員 全体にも大きくかかわるんですけれども、私は建築家というか、設計す
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る立場におりまして、この全体のまとめの中に、設計者あるいは建築家の立場の記述が非常

に薄いんです。それは私は大変問題だと思います。 

 まず最初のことから言いますと、課題のところで、「太陽熱に関するＰＲ不足」というの

は確かにあって、我々建築家が、要は使いたくないという論、設備的にはいいんだけれども、

汚いというか、いま一つ使いにくい。それから、業界も立ち上がっていないので、結局お客

さんに迷惑をかけちゃうということがあってというのがあると思います。それを払拭しない

といけないので、まずビルダーさんももちろんなんですけれども、お客さんから最初に依頼

をされるのは建築家だったり、地元の工務店だったりするわけで、そこのまず受けた人たち

が、これはやめた方がいいですよと言ったらそれで終わりになっちゃうんです。 

 ですから、建築家なり設計者がきちんと問題点も知りながら、こういう時代ですから、好

きになってもらうというんでしょうか、やるような体制が必要だろう。そういう仕組みも何

人かは小さくはあるわけですが、東京都さんがこれだけやろうとすると、そういうことでは

済まないので、きちんと設計者というんでしょうか、そういうものを位置づけてもらいたい

です。そういう記述を追加してもらうといいと思います。 

 「目指すべき方向性」のあたりでも、技術屋さんの川上にいる建築家あたりの意識改革と

いうか、勉強、そういうことが大変必要だなと思います。 

○飯田委員 今のご意見と多少重なるところで、私も最初のプレゼンの中で入れた内容です

けれども、「課題」のところの課題５として、今の日本のエネルギー市場構造の問題という

のを１つ挙げておいた方がいいかなと。 

 その中に大きく２つあって、１つは、とにかく電力、ガス、石油、それぞれの事業者が自

分たちの製品を売るということが大前面に出ている。その中では、太陽熱なんかは市場を食

ってしまう側なので排除されるという構図があるということです。これは単にコストとかＰ

Ｒの話とは違う。構造の話なので、これは多分別立てだと思います。 

 もう１つは、今おっしゃったまさに設計者の側が、そもそもそういう視野が入っていない

ということで、私自身も自宅を検討するときに、割と大手のハウスメーカーさんの設計者と

話をしても、ソーラーと言っても、太陽光のことは知っていましたけれども、太陽熱のこと

は全く知識がなかったのです。それで、「目指すべき方向性」は、それの出口として、これ

も私が提案させていただいたいわゆるライトタッチ規制というのが１つあると思うんです。 

 絶対導入しなさいというユーザーの義務づけは無理にしても、１つは、まず電力、ガス、

石油会社はどうかわかりませんが、これは太陽熱がちゃんと接続できるようなオプションを
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用意する。選択するかどうかはユーザーですけれども、オール電化住宅にしても、エコウィ

ルにしても、エコキュートにしても、とにかくどういうものを入れたとしても、太陽熱はち

ゃんと入るという側のオプションは用意しなさいと。 

 もう１つは、設計者、ハウスビルダー等々が住宅の建築、新築、改築等のときに、太陽熱、

太陽光、もしくはバイオマスも含めて、再生可能エネルギー導入と省エネルギーに関するオ

プションをきちんと提示しなさいと。できればどういうオプションを提示するのかをあらか

じめ東京都に届け出ておくとか、とにかく形だけ出しておけばという形だけではなくて、ち

ゃんと中身があるとか、そういうのは見返りで、設計者とかハウスビルダーの人は本当に知

識を持っていないので、それをちゃんと東京都がセミナーをするとか、もしくはマニュアル

をちゃんとやるとか、そういうようなことをする。つくる側、エネルギー側と建築側サイド

の今の市場の構図を変える、そういう新しい規制のあり方というのを１つ入れると、根こそ

ぎ変わってくると思いますので、それをぜひこの中に入れていただければと思います。 

○浅井委員 この課題を見てみますと、メーカーとか業界の責任というんですか、そういう

ような内容が非常に多いので、非常に恐縮しているんですけれども、先ほど大野委員がおっ

しゃいました建築家が使いたくなるようなデザイン、そういう意味にとらえているんですけ

れども、確かにもっともだと思います。 

 最近、ある住宅会社、これは一般の住宅をつくっている会社の人、設計者と話をしたこと

があります。どういうことをおっしゃったかといいますと、太陽熱のよさをもっと提案して

くれと。極端に言うと、例えばデザインが悪い。悪ければ、見えなくすればいいんでしょう。

それは設計者の役割だというような、そんな方も実はいらっしゃいます。そういうことも含

めて、これからどういうデザイン、どういうものをつくっていくかということを考えなくち

ゃいけないなと思っています。 

 それから、ＰＲというんですか、そういうことに関して、例えばヨーロッパではディーゼ

ルエンジンの乗用車が結構普及しています。日本はなぜか普及していない。これはどうして

なのか。日本のディーゼルというのは、騒音が大きいとか、排気ガスがクリーンではないと

か、いろいろなことで世の中から締め出されてきた。何となくそういうイメージを持ってし

まった。 

 ところが、ヨーロッパの方は、どちらかというと、燃費がいいということで結構たくさん

使われている。同じようなことが、もしかしたら、太陽熱にも言えるのかなという気がして

います。それは、どういうことかというと、いろいろなエネルギーのいろいろな使い方が多
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分あると思うんですけれども、それをちゃんと同じ土俵の上で正当に評価がどうもできてい

ないんじゃないか。それは原子力も含めたガスとか電力とか、自然エネルギーもそうですし、

そういったものを本当に公平な立場で評価して、それを一般の人にわかりやすく説明してい

くという、そんなことが意外と少ないなという感じを受けています。そういうことも非常に

大切なことかなと思います。 

 以上です。 

○大野（輝）委員 そうすると、ここまでのところで出た意見の整理をさせていただきます

と、１つは、課題のところで、設計者側の方でも少し認識とか知識が足らないというところ

があるので、どう整理するかはある意味どうでもいいことになるんですけれども、一応整理

するとすれば、課題３が「太陽熱に関するＰＲ不足」とありますが、この書き方だけだと一

般ユーザーが知らないみたいな感じになっていますけれども、ここのところに少しそういう

設計側の認識も入ってくる。 

 ５番目のところで、飯田委員がおっしゃった、あるいは今の浅井委員がおっしゃったよう

な、少し視野が広がりますけれども、日本のエネルギー市場全体の中での問題点の話を書い

ていくというところかなと思います。 

 方向性の方はそれに見合った形で、方策３の方で、設計者の方にもそういう認識が広まる

ようないろいろな方法を考える。セミナーをやるとかあるかもしれませんけれども、幾つか

言われて、５番目のところで、エネルギー市場の話の見合いのところで、ライトタッチ規制

ですとか、いろいろな方策についても考えていくという感じがあると思います。それはまた、

終わった後で事務局の方で整理をしたい、またお示しをしたいと思います。 

 それ以外に何か。 

○山本委員代理 きょうは代理で参加しておりますが、過去２回の内容は把握してきたつも

りでございます。 

 質問と意見、１点ずつお願いしたいと思うんですが、課題１にあるとおり、一番上のとこ

ろで、悪循環が指摘されておりまして、同じことが今後起きやしないかといったところが、

ある程度の初期投資を伴う、例えば製造者、メーカーさんであったり、その後のメンテナン

スをするに当たっても、それに対する準備とか、いわゆる初期投資の概念の投資があります。

そのことが今後起きやしないかというところをリスクと申し上げればいいのかもしれません

が、いろいろな当事者の中で、そういうリスクを伴うものに対して、例えば方向性の中に継

続的な普及を何らかの形で対応していくことがございましたら、そこら辺が取り組みの中で
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より安定的に参加していけると流れていくのではないかなと思いまして、それが１つの意見

でございます。当事者によって、それぞれ負うリスク、それは性質が違うものがいろいろあ

ると思いますが、まとめて申し上げたつもりでございます。 

 もう１点は、方策２のポツのところに、「定期点検の義務化」という言葉がございます。

ここは細かい質問でございまして、これはだれに対する義務化と理解すればよろしいでしょ

うか。 

 以上です。 

○大野（輝）委員 最初のところは私の方からコメントさせていただくとして、今のご質問

のところは……。 

○上原主任 こちらの定期点検の義務化という点でございますが、こちらは検討会の中では、

特にメーカーさんですとか、施工者さんですとか、そういっただれがというところはまだ細

かくは議論はされておりませんけれども、定期点検の必要性というところでこういった点を

挙げさせていただきました。 

○大野（輝）委員 義務化という言葉が少し強いのかもしれませんので、それは後で考えま

す。 

 最初のご指摘に関して言いますと、確かにこうして見ると、課題のところでいろいろなメ

ーカーさんとかユーザーとか書いてあるんですけれども、ここのところ、実は行政の中でも、

しっかり太陽熱の位置づけがないということを書いていなくて、自分たちのことを言ってい

ないのはまずいなと思って、そういうふうに国もそうだし地方自治体もそうです。東京都自

身も、今太陽熱の会議をやっていますけれども、これはつい最近の話であって、考えてみる

と、環境行政の中でも太陽熱をしっかりやっていくんだというのが今まであまりありません

でしたら、それは逆に言ったら我々の反省もあるので、安心してメーカーの方や皆さんが、

ここに行っても大丈夫なんだと言えるような確固たる方針が提示されていなかったという点

も書かなきゃまずいよね。それを課題で書いて、方策としては、行政計画だとか何らかの中

でそういう点を示していくというような、そういうのがあると思いますので、大事なご指摘

をいただきましたので、それを追加した方がいいと私も思います。 

 ほかにいかがでしょうか。 

○大野（二）委員 今のことで、行政の肩を持つわけではないんですけれども、補助金行政

というのは本来よくないということが当たり前の社会で、ただ、疲弊した業界を立ち上げる

ためには、何もしなければ終わっちゃうわけですから、死なないように、少し生き返るよう
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にというのは行政の役割なので、どこまで行くのか、ロードマップみたいな、あるところで

業界が立ち上がればそれでもう十分なわけで、それを書いた方が行政としてはいいのではな

いでしょうか。要は、途中ではやめませんよということを明確にしてもらって、業界が立ち

上がったら自立するのは当たり前なわけですから、そういう方針をきちんと書いた方がいい

かなと思ったんです。 

○大野（輝）委員 私が申し上げたのは、もちろん補助金ということもあると思いますけれ

ども、補助金を出すとか出さないとかいう話の前に、そもそもこれが大事なことなんだとい

うメッセージすら出していなかった。そこのところをもっとやらなきゃいけないかなという

意味であります。 

○中島委員 私が、この「課題」と「目指すべき方向性」の中でもう少し重要なものが抜け

ているんじゃないかと思われるところは、大野先生も言われましたけれども、もうちょっと

進めて、設備設計建築士の養成、特にソーラー関係の教育プログラムを勉強した設備建築士

の養成、スクーリング、これが必要だと思います。計画的にしなければいけない。これは多

分カーボンマイナス東京１０年プロジェクトが始まるとすぐその問題が出てくると思います。 

 現に福生市でも、設計に関して非常にお困りになっていらっしゃる。つまり、環境省から

何かやるということになったのに、工事金額は出るんですけれども、設計費が盛り込まれて

いない。こういう問題が出る。設計する人はいるかと思うと、いないんです。だれ１人とし

て、本当に市の中でできる人間が育っていない。建築家は一応できることになっていますけ

れども、それもここしばらくは太陽エネルギーに関してはタッチしたことがないという人が

いまして、ということは、私も最初の第１回目のときに言いましたけれども、それにはソー

ラー建築の設計評価の標準方法を決めて、どういう設計、どういう評価がいいのか、評価の

方法です。 

 その場合は、熱照射が確立されればその計算方法を使ってということになるんですけれど

も、その方法もまだ定着されていないわけです。スタンダード、それをつくった上で、それ

を使ってエネルギー評価ができる、あるいはＣＯ２排出量評価ができるような建築家を育て

なければならないと思います。 

 それは、もう最後に１つ言いますと、製品とハウスメーカーというか、ハウスビルダーと

製品との対比で考えますけれども、特に設備の場合は、構成しているパーツが非常に多いわ

けです。１製品と言えないわけです。集熱器が１製品だけで成り立っていると思うと、そう

ではなくて、いろいろな配管、それ以外のパーツが組み合わされて出る。だから、車で言う
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と、矢崎総業さんがやっているように、車の神経になるような電気的な回路を全部含んでい

るわけです。それは製品と言えるのかどうかわかりませんけれども、しかし、それを製品と

言った場合は、１会社ができるものではなくて、工事会社がそこに加わって初めてソーラー

システムができ上がっていますから、多種多様なかなりの数のパーツによってでき上がって

いるものに関しては、評価するスタンダードをつくっておかなければいけない。 

 それは建築設備に関するエネルギー評価をつくるということが必要で、それがコンダクタ

ーというんでしょうか、指揮者が要るわけです。その指揮者が公平な判断でユーザー側とメ

ーカー側とのデータをもって、偏らずに、唯一この建物は将来にわたってある目標値以下に

なるような、ＣＯ２排出量以下になるようなものであるという評価をする人間が必要だと。 

 これがロジスティクスのチーフになる人なんです。だから、ロジスティクスが完全に確立

されていないと、メーカーとハウスの持ち主、あるいはハウスビルダーだけでは成り立たな

いという要素のものですから、そのために設備建築士というものを国交省もつくったわけで

すから、それに対してちゃんと教育システムを必ず確立していくということが必要なのでは

ないかと思いました。 

 以上です。 

○大野（輝）委員 大変重大なご指摘だと思うんですけれども、具体的に言うと、どういう

形で始めればいいということになりますか。 

○中島委員 やはりセミナーから始めたらいいと思います。したがって、例えば東京都で始

めます。そうすると、それに対して建築家は再教育する必要があります。それから、新しい

建築科を卒業した大学生を大学院に行かせて、その大学院は専門職大学院という形で今位置

づけられる可能性がある。法科大学院はそうです。法律を出て実務家を出す。その環境に関

する実務家を養成をする大学院をつくる必要があると思います。 

 将来、大学院をつくるには文科省の認可が要りますから、それはかなり時間がかかります

から、差し当たっては東京都が教育プログラムをつくって、それを受講しなさいということ

で、それを受講して、例えば１セメスター１０週勉強したら、それを受講したという承認を

持つ。そういう人だったらコーディネーターできるとか、そういう東京都の資格を与えると

いうことも一つの手法だと思います。 

○飯田委員 同じような話を違う角度で申し上げると、ヨーロッパの方だと、それをシステ

ムインテグレーターと言っているんですけれども、資格認定だと、また東京はそれをどうい

う人材育成とか、息の長い話になると思うんですけれども、今水道屋さんがやったり、屋根
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屋さんがやったり、本当に町場のそこら辺の工務店がやっているだけなんですけれども、む

しろヨーロッパで主役になっているのはメーカーではなくてシステムインテグレーターで、

そこはかなり大きい会社だったりするわけです。 

 そこは日本とそもそも業界構造がかなり違っているので、何でそれができるかというと、

この「方策１」のところの方向性に１つキーワードを入れるといいかなと思うのは、「建材

一体」のところにあるんですけれども、要はパイプ継ぎ手から、熱交換器から、タンクから、

要は基本的にベースの接続のところが標準化されているので、タンクならタンクメーカーで

極めてエクセレントな製品をつくっても十分利益が上がる。パネルならパネルで、専業でい

いものをつくってそこで利益はある。システムインテグレーターは、標準化されたパーツを

組み合わせてきちんと回る部分を全体のパッケージングとしてユーザーに提供して、それを

長期的にモニタリングする。 

 日本の場合は、割とメーカーさんが全部パッケージングで縦割りで囲い込まれているとい

うか、そういう構造になっているので、一番心臓部というか、熱ができる部分とかはそれな

りに量産されているので技術開発は進むんですけれども、あまり利益の上がらないパーツみ

たいなものというのは、結局そこら辺のものをつなぎ合わせる形になって、ですから、熱交

換器１つにしても、日本でお湯の熱交換器をつくっている会社はないんです。１社たりとも

ないんです。そういったところとか、タンクはエコキュートがあるのでそれなりに普及して

きましたけれども、あれはエコキュートに最適化されているので、太陽熱のようにミドルの

温度で温度をちゃんと入れていってコントロールできるという高度なタンクというのは日本

にないのです。 

 それから、太陽熱に最適化したバックアップ熱という非常に小型の電気ヒーターとか、小

型のガスヒーターとか、そういうものがないですし、結局システムが、携帯電話でも日本が

失敗したように、全体がユニバーサルに共通化すればそこに資源を投入できるので、ものす

ごくそこはエクセレントな製品ができる。それを小さく囲い込むと、１個１個がやっつけ仕

事になってしまうということで、人もお金も研究開発も、企業はそこまで投資できないので、

そこが流通できないし、システムインテグレーターも生まれない。多分そういう構図になっ

ているんだと思うんです。だから、１人専門家を育てればそこができるかというと、なかな

かそういう世界でもないのがあって、そこをどう打破するかというのは結構根深い問題では

あると思います。 

○大野（二）委員 私も関連して。同じようなことを２つほど経験いたしまして、実は太陽
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光発電も、住宅系で相当日本では普及したんです。普及していると思っているわけなんです

けれども、補助金がなくなって、今ちょっと下向きなんですが、その中でいろいろな問題が

出てきたというのがわかってきたんです。それは、ｋＷ六、七十万でしょうか、そのぐらい

の感じなんですが、電気業界あるいは電気屋さんが受ける場合が多いんですが、一般の家庭

の屋根につけるわけです。 

 ところが、電気屋さんは配線のこととかシステムのことはわかっていますが、屋根のこと

はわからないものですから、どうやって取りつけるかと、何とかわらにドリルで穴をあけて

そこにとめるとか、あけたはいいけれども、下に母屋がなかったとか、そうしたら、またほ

かにあけるとか、それから、どうやってとめるか。それはすごく気の優しい人なんでしょう。

やはりかわらに穴をあけるのはまずいんじゃないかということで、しようがないから、ワイ

ヤーでぐるぐる巻きにして、屋根の方にぐるぐる巻いてとめちゃうとか、そういうわけのわ

からないことが起きているのです。台風で飛んじゃったとか。 

 それは大変な問題で、実はＮＥＦ（新エネルギー財団）が、そういうことは大変問題だと

いうことがあって、経済産業省もどこに問題があるかというと、建築と設備が一体化されて

いないんです。それは建築と設備と電気はしようがないです。今の業界はそういうふうに分

かれているんですが、この太陽エネルギーとか自然エネルギーを使うときは、必ず外に何か

が出てくるわけです。そうすると、電気屋さんだけだったり、設備屋さんだけでは、これは

よくないというか、わからないわけなので、そこをやるために、実はＮＥＦは今住宅用太陽

光発電の設計施行技師という技師制度を業界でつくろうとしているんです。 

 それはＮＥＤＯの指導のもとに、多分来年ぐらいにはそういうことになると思うんですけ

れども、さっきは設計の話でしたけれども、現場での職人さんたちが、建築を全部知る必要

はないんですが、基本的なディティールがわかっていてこういうことをしなきゃいかんとか、

試験を受けて、きちんとそういう実力がある人をつくって、その人たちにやらせる。それ以

外は業界としてはやらせない、やっちゃいけないというような体制をつくろうとしているん

です。 

 それは太陽熱についても、かつての嫌な思い出を思い起こさないためにも、そういう施行

のやり方もきちんとつくっておかないと、せっかく東京都がやっても、何か問題ばかり起こ

したというのでは、それはいかんなということなので、そういう記述も要るかなと思いまし

た。 

○大野（輝）委員 ２番のところで少し書いたつもりだったんですけれども、もうちょっと
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その辺の今のご発言を踏まえて記述の追加をしたいと思います。 

 ほかに全体の課題認識と方向性についてはいかがでしょうか。よろしいですか。 

 では、またあれば、後で書いていただくことにしまして、次のテーマで、２ページ目をご

らんいただきまして、そういう現状を踏まえて、どういうふうにこの局面を打開をしていく

かということで、太陽熱ルネッサンスプロジェクトということを提起をいたしましたので、

この部分について、２ページ目と３ページ目についてご議論を願いたいと思います。 

 そのときの参考なんですが、もう１つ参考資料ということでこういうペーパーがあろうか

と思います。これは、この検討会と並行して太陽光発電の分科会がございまして、その会議

で示されたものなんです。これは、３／４ページのところで、「太陽光発電普及拡大スキー

ム」というのがありまして、具体的にコストダウンはどういうふうに役割分担をしていくか

と４ページにございます。 

 太陽光の方は、今施行に問題がある例もあるという話もありましたけれども、しかし、太

陽熱の方に比べれば、製品としてはるかに商品化して、今標準化されておりますし、太陽光

の余剰電力を買い取るという形で、グリーンの価値についても既に一定の仕組みがあるとい

うことで、太陽光発電の方は、いかに今のままでは、ペイするのに２０数年かかるものを前

回の太陽光の話の中では、１０年間で元がとれるような仕組みができれば、これは爆発的に

普及するという認識で皆さん一致をいたしまして、それをどうやってハウスメーカーやＰＶ

メーカーや、あるいは公共サイドとかが役割分担しながら、１０年で投資回収が見込めるか、

それを今後煮詰めていこうというところまで話が行ったんです。 

 それを横目でにらみつつなんですが、太陽熱の方は、まだ一足飛びにそこまで行けないな

というのが率直な私の印象でありまして、今の話もありましたけれども、いろいろな課題が

あって、課題についてこういう方向性だというところは、方向性はわかっているんですが、

難しい問題をどこかで解いていくかというところがなかなか難しいんだと思うんです。 

 それはテンポもございまして、太陽光の方はそういう意味では、どこでどう負担をしてい

くかという問題さえ解ければ、直ちに来年度からとか、割と近々に普及のパッケージが組め

ると思うんです。太陽熱の方は、なかなかまだそこまで見えなくなっている部分もございま

して、その辺を含めながら、この太陽熱ルネッサンスプロジェクトと称するものをどこから

どう解いていけばいいのかについて、実際どう進めるかについていろいろとご意見をいただ

ければと思うんですが、いかがでしょうか。 

○大野（二）委員 また自分の世界の話になってしまうんですけれども、建築家の役割とい



 17

うのは大変大きいのではないかと思うのは、実は、自分自身が、１０数年前にＰＶの電気屋

さんの世界に行きなさいというか、どうにか建材として使えるようにしなさいということで、

ＮＥＤＯとかいろいろな研究開発のところへ行ったんです。僕自身も建築家ですから、環境

に優しい建物をするのは当たり前、あるいはＰＶが非常にいいものであるということはわか

っていたんです。だけれども、その当時は、あまりにも使いたくないなと。 

 それをヨーロッパへちょっと行ってみますと、これはきれいだぞというものがかなりあっ

て、これは絶対まねしたいということで、自分も非常に楽しくなってつくり始めましたし、

そういうものが少し雑誌等に出るとまねしてというか、そういう人も出てきたというのがあ

るものですから、ちょっと視点が違うんですが、ここでも建築家の役割を非常に大きく取り

上げていただきたいのと、具体的なプロジェクトなんです。 

 全体の中でわずかなんですが、アピール効果は非常に大きいと思うんです。太陽熱をきち

んとつくって、それも美しい。しかも、きちんとＣＯ２を削減できているという建物は、日

本ではまだないと思うんです。そういうのをどこでもいいんですけれども、アピール効果の

高いものをきちんと行政がフォローしてつくっていく。あるいはモデルプロジェクトをつく

っちゃうとか、都の場合ですとそういうのをコンペするとか、そんなことも思いました。今

の話とずれるかもしれません。 

○大野（輝）委員 まさにそういうことでございまして、１つのご提案で、具体的なプロジ

ェクトを立ち上げたらどうかという話なんですが、ほかに関連してでも……。 

○飯田委員 重なると思いますけれども、ちょうど先月、ドイツのフライブルグで、ＥＳＴ

ＥＣ２００７という国際会議があって、そこでも前後に太陽熱のいろいろなワークショップ

とかがありまして、今大野さんがおっしゃったとおり、非常に大規模なものについても美し

く組み込まれていまして、大きくターゲットとして、大規模なビルディングと、それから、

集合住宅も含めて、それから、戸建て住宅というか、この２つがターゲットだと思うんです。 

 大規模なものについては、ヨーロッパでも、ある意味まだ始まったところで、ＥＵでソー

ラージというプロジェクトが始まっているところなんです。ソーラーとラージを兼ねて、そ

の中には、特に必ずしも屋根ではなくて、私も１回写真をお見せしたかもしれませんけれど

も、ファサード、壁に太陽熱を埋め込む。あとベランダというのも、前に東京ガスさんが出

された。それもケースとしてはあるんですけれども、ファサードとかですと、太陽光のよう

にとにかく発電量最適化というよりも、太陽熱の場合、夏、熱が余りますので、むしろ冬、

全体の発熱量はそんなに上がらなくても冬は日が低いので、冬、結構効果的に熱がとれると
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いう意味では、夏は多少捨てても構わないから、逆に縦にするということに意味があるのと、

もう１つ、ファサードにすると、非常にきれいに仕上げると美しいファサードになるんです。

濃いブルーのような形、しかも、七色に変えられるような、これはまだ研究開発段階ですけ

れども、あります。 

 ただ、そういうときには、断熱材との接合であるとか、ヒートブリッジができないような

施工方法とか、まだまだ検討余地はいろいろある。これは、まさに大規模に関しては、屋根

は割と緑化であったり、太陽光であったり、オープンスペースであったり、結構スペースコ

ンフリクトを起こすので、ファサードというのは非常に効果的な使い方ではないか。ただ、

そこは研究開発と言っても大したあれではないんですが、標準化のための実証事業程度のこ

とは十分余地がありますし、そこら辺は、まさに大規模については特に東京の場合は集合住

宅が多いということもありますし、このあたりは一つのパイロットプロジェクトとしては十

分可能性としてはあるかなと。 

 もう１つは、戸建て住宅は普及をにらんで手をつけないといけないと思います。これも新

築と既築がありまして、新築に関しては、今回のＥＳＴＥＣ２００７でも一つのブームだっ

たのが、バルセロナモデルと彼らは言っているんですけれども、これは何かというと、ソー

ラーオブリゲーション、新築住宅には必ずつけなさいと。これが東京でできるかどうかはと

もかく、これはバルセロナが２００５年に導入して、去年からスペインは国の法律になって、

ドイツも一部の都市で始めて、イタリアなんかも導入しようと検討している。一気に今広が

ろうとしているのがソーラーオブリゲーションです。 

 もう１つは、既築に関しては、こちらはまさに施工方法になると思うんですけれども、か

わら屋根を取り除いて、屋根のかわりにきちんと埋め込んだ資産価値を劣化させないような

施工方法、このあたりも要るのかなと。屋根材と屋根の形といろいろあるので、一概には決

められないと思いますので、ただ、普及のためには戸建て住宅の既築、新築で、あと今後将

来の大規模マーケットをにらんでは、やはり大規模な集合マンションの特にファサード型、

もちろん、屋根型もありなんですけれども、そういったところがいろいろあるかなと。 

 それも、単に建築で見えるところだけではなくて、裏側で熱を最適化して使うためのモニ

タリングというのも必要で、結局生み出した熱を地域熱供給的に循環させるんです。そこで

熱をユーザーサイドが熱交換器でとっていくんですけれども、そこも熱交換器という仕組み

そのものが日本ではあまり標準化されていないですし、使う側と発熱する側をどういうふう

にとっていくのかということをうまく最適化しないと、こちらはもっと熱工学というか、エ
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ンジニアリング的な実証が必要ですし、あと外側の見ばえの話と、断熱とか建築工学的な、

幾つかやる余地はあると思いますが、大体そういうターゲットをそれぞれにらんでやること

というのは見えてくるのかなと思います。 

○大野（輝）委員 これは私の方から逆に１点お聞きしたいんですけれども、この真ん中の

絵の中で、「行政、公的機関」の右側のところに「システム性能測定方法、基準の確立」と

いうことが書いてございますけれども、現在は、昔あった性能を評価する方法とか装置とい

うものがあまりないという話も伺ったんですけれども、これは実際再建するというか、整備

すると、どんなふうな方法でやればいいか、何かご意見をいただければと思うんです。 

○中島委員 最初のときも提案の中にちょこっと触れたと思いますけれども、２種類の方法

があって、設計段階でＦＳＰという太陽熱利用係数と言われているものをサンシャイン計画

のときに、３０年も前の話のときに提案をしたけれども、その評価をほとんど使われていな

い。これは総合評価法なんです。建物の面積と、それから負荷と、そのころは熱利用だけで

したけれども、光は入っていない。熱利用の集熱器の面積、あと地域が決まるとスタンダー

ドが決まって、この程度だったら、最適に組み合わせがいいのではないかと。 

 これは、熱買い上げシステムが今でもありませんけれども、電気はありますけれども、な

いので、最適な面積というのは、大体バランスが必要になってくるわけです。買い取りシス

テムがある太陽光の場合は、置けるだけ置く方がいいということになる。買い取ってくれま

すから。そうではなくて、負荷に対するバランスということがありますので、熱の場合は、

バランスのいい角度と面積というのがあると思います。それは、ＦＳＰという係数は、サン

シャイン計画の研究報告書の中にもちゃんと出ているんですけれども、それは今回も１つ提

案した。これは最初の評価なんです。 

 ランニングの評価については、きょう、まさに後で出てきますグリーン熱評価法、これが

いいではないかと思いますので、その評価で行ったらどうかと思っています。 

○大野（輝）委員 非常に実践的な例でお話をしますと、私どもは前にディーゼル自動車の

規制をやりました。平成１５年にやったんですが、このときに対応する方法として、既存の

車にＤＰＦという装置、要するに排ガスを浄化する装置をつける。そういうことでも対応で

きる。その装置の普及に当たって、東京都が補助をしようという話になったわけです。ただ、

このＤＰＦという装置はまだ日本にはなかったので、いろいろなメーカーさんが開発された

んですが、補助金をあげるに当たっては、一定の性能がないと我々も補助金を出せないわけ

です。 
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 このときには、東京都の中に、排ガス浄化装置の認定委員会というのをつくりまして、そ

こに各メーカーさんから提出をしていただいて、評価して、認定をする。排ガスの技術の専

門家の先生に入っていただいた。かつ、本当にそのデータが信用できるのかというのをチェ

ックしなければいけませんので、これは東京都の環境科学研究所という研究所がございまし

て、そこで排ガスをはかるシャーシダイナモという大型の実験装置があるんです。これは前

から持っているものです。それをつけたトラックではかりまして、本当に申請どおりの能力

があるのかということをチェックをする。 

 そんなふうな体制で、我々はディーゼル規制のときには新しいＤＰＦという製品の開発を

促進して、かつ実際に規制に成功したというふうなことがあるんですけれども、そういう意

味において、この太陽熱に仮に補助金をつけるとすれば、何かの認定が必要になりますから、

そういうものをつくるときに、そんなふうなことからやらないといけないのか、あるいはそ

れはもうどこかにあって、それは既存のものを使えばいいんですと、その辺のところはいか

がでしょうか。 

○飯田委員 １つは、グリーン電力の方のスキームと対比しつつ、もう１つは、既に４ペー

ジ目に一段階、二段階とご提案があるものと多分リンクするのではないかと思いますけれど

も、グリーン電力証書そのものについては、もともと２００１年にソニーさんが東京電力に、

風車は要らないけれども、風車の電気を買いたいと持ちかけて、ちょうどその二、三年前ぐ

らいから、我々ＩＳＥＰでグリーン電力研究会というのをやって、アメリカ、ヨーロッパの

事例を紹介しつつ、そこからまずグリーン電力基金というのが先に生まれ出たんですが、グ

リーン電力価値をどういうふうに認定したらいいのかという基準づくりをしながら、今エネ

研に間借りをしているグリーン電力認証機構というのが生まれたという経緯があるんです。 

 そういう経緯とかも踏まえていくと、一方で、まず電力の方のグリーン価値、太陽光のグ

リーン価値が来年ぐらいからスタートできそうな見通しだということであれば、太陽熱もお

くれずにぜひ来年ぐらいから始めていただきたいと思うんですけれども、ただ、グリーン熱

の方は、そういう意味では、まだ準備が追いついていないだろう。そういう意味で、東京都

からご提案のある第一段階、第二段階でやっていくというやり方は非常にいいと思います。 

 その第一段階は、そういう意味ではまずは東京都がグリーン熱の価値を買い取るという名

目で、どういうものだったらどれだけ買い取れるんだという、まずは型式認定的なもので第

一歩をスタートする。その型式認定も、車検のように、車のタイプが決まってオーケーで、

あとは自動的に出すというものでは多分ないだろうと思います。まず製品認定の話もありま
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すし、それをつけたときに、北側につけると大して生まれなかったり、つけ方とか、それか

ら、できればグリーン熱だけではなくて、多少省エネで少し回収をするとか、ほかの政策も

少し引っ張れる条件をつける。 

 そのあたり、東京都の政策意図をグリーン熱を使って引っ張っていけるように、幾つかの

条件のフレームを立てて、あとは、結局はインセンティブなので、価値が必ずしも厳密では

なくても、ある程度はみなしでざくっとした量は出していけるのではないか。そのあたりを

まずは東京都版の型式認定ぐらいからスタートをして、並行してグリーン熱というもう少し

日本全体に広がって、グリーン電力は来年から今度温対法の中でＣＯ２価値が認められる方

向で環境省は準備を進めていますが、そこに３年後ぐらいにでも追いつけるぐらいにやって

いくというような２段階ステップで、まずは型式認定。幾つかの条件つきの型式認定という

ぐらいのイメージはどうかなと思います。 

○浅井委員 今の型式認定あるいはその先の実際の使った熱量の認定とか、いろいろあるの

でしょうけれども、ここで「システム性能測定方法」というような言葉がありますけれども、

ＪＱＡでは、かつて浜松に試験機関がありまして、そこでやっていたのは、基本的にはユニ

ットの評価試験、例えば集熱器の性能評価、あるいは蓄熱槽の評価というような、そんなこ

とを主にやっていました。 

 集熱器ということだけではなくて、システム全体と考えると、ちゃんとした形で多分まだ

あまりやられていない。現段階でどういう形でやっていったらいいかということなんですけ

れども、第１段階の各システムの性能認定と考えますと、個別のユニットの性能ということ

がまず第一に必要なんだろうなと思います。というのは、全体の評価ということをやろうと

思いますと、それ相応の基準をつくっていかなければいけない。多分時間がかかることです。 

 実際の住宅というのはまちまちですから、配管の長さが違うとか、配管の太さが違うとか、

断熱が違うとか、いろいろなことが関係してきますから、とりあえず一番現実的にできるこ

とは、例えば集熱器の評価によって認定をしていくとか、あるいは蓄熱槽の評価で認定をし

ていく。それを組み合わせた場合には、先ほど中島先生がおっしゃったように、一つのシミ

ュレーションでやるとか、そういうことをやりながら、第２段階という方向につなげていく

という、そういうことがどちらかという現実的かなと思います。 

○大野（輝）委員 何か関連してご意見はどうでしょうか。 

 そうしますと、非常に実践的な我々の悩みと申しますか、課題といいますと、役所という

のは予算要求をしなければいけないというのがありまして、これが非常に時間がかかるシス
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テムでありまして、来年の４月以降に執行する予算というのは、前の夏ぐらいから案を固め

ていかないとなかなか予算がとれないということがあったりして、実際的には８月、９月で、

来年４月以降どういうふうに展開していくかというのに入らなければいけないというのがあ

りまして、そこで今いろいろと悩んでいるところなんです。 

 今までのお話の中で考えますと、１つは、東京都が中心になって、あるいは専門家の意見

をいただいて、システムの性能の認定委員会とか認定制度みたいなものを１個つくるような

ことで始めるのと、それとあわせて、できればモデルプロジェクトなるものを考えるとか、

そんなところが取っかかりになってくるのかなという印象を今持ったのですけれども、どう

ですか。その辺から始めるのが一番実践的だというところでしょうか。 

 きょうは、エックスさんとかはまだご発言をいただいていないのですが、勝手に指名しち

ゃうと……。 

○関家委員 第一段階、第二段階というこの考え方で進めるというのは、この方法でいいと

考えています。第三段階というのが多分本当はあるんだろうなと思っています。第三段階と

いうのは、化石燃料を具体的に実績として把握する。上の２つは、あくまでシステムに対す

る量、カロリーメーターもこのシステムに対する量という形で、あくまで総量規制という考

え方ではなくて、このシステムの量をはかっているという形なので、どんどんとそれは需要

がふえていけばふえていく。例えば戸建ての形でも、全館冷暖房とかいうふうな形になった

らふえていくという形には考え方としては対応できない。最後の形というのは、いずれにし

ても、化石燃料というものを把握するという形になってくる。 

 ただし、いきなり第三段階に行くというよりも、現実的には第一段階、第二段階というふ

うに、この２つを踏んでいくのがいいだろう。この第一段階、第二段階を決めたからといっ

て、この化石燃料とかそういうものの把握していく制度とうまくリンクしない制度というの

ができると思っていますので、こういう順番でやっていくという形がいいのかなと思ってい

ます。多分第三段階までなっていくと、税制の議論とよく似たような形の仕組みになってい

くなというイメージがあって、多分そこまで一緒に含めて、全体的なストーリーづくりとい

うのが整合をとっていく上で重要かなと思っています。 

 ちょっと細かな話になりますけれども、第二段階という中では、多分２つ考え方が出てく

るとは思うんですけれども、本当にＣＯ２だけはかるという形のものと、本当にエネルギー

だけはかるという形のものに分かれてきたら、計量法みたいな形で、ＣＯ２には計量がかか

らないから、耐用年数を持っているだけずっと２０年でも何でも、はかれるだけはかる。エ
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ネルギー事業みたいな形で、そのときには計量法に引っかかってくるので、そこの問題点も

出てくるだろう。いろいろな形が出てくるんですけれども、全体をずっと通しながら、にら

んで第一段階からきれいに入っていくという形で整理できるというふうには思っています。 

○大野（輝）委員 お隣の井手委員、もし何かございましたら。 

○井手委員 非常に難しくて、なかなか専門的な部分が多くて発言する部分が少ないんです

けれども、ただ１点、評価ですとか認定という部分の中で、一般の人が一番わかりやすい方

法というのはどういうものなのか。それがないと、当初の東京都さんの目標である爆発的に

普及させたいという部分でいきますと、なかなか難しくなってくるのではないか。我々業界

もしくは専門の方々にとってはわかりやすくても、一般の方がわからないとなかなか普及し

ないのではないかなという気がします。 

 一つの例として、最近見た、ナショナルさんでしたか、電車の中づり広告の中で、たしか

エアコンだったと思いますが、ＣＯ２削減に効果があるエアコンですよというものよりも、

そう考えないでください。むしろ、ランニングコストだったかな、電気代が安くなるんです

よという非常にわかりやすい、そういうふうに考えてくださいねという表現だったと思うん

ですけれども、そういうような形でわかりやすく一般の方に表現できるような評価のシステ

ムというんですか、そういうものがあるといいのかなと一つ思いました。 

 それと、先ほど１点気づいたんですが、思い出したら、また発言させていただきます。 

○大野（輝）委員 ありがとうございました。私どもは、この前もご紹介しましたけれども、

６月１日、東京都気候変動対策方針というのを出しまして、一昨日、これに対する意見を企

業やＮＧＯの方からいただくステークホルダー会議というのを開催いたしました。その中で、

東京ガスの方にもご参加いただいたんですけれども、東ガスの方々は、私は初めての発言で

非常に画期的だったのではないかと思うんですけれども、太陽熱市場で頑張りますみたいな

発言をいただきまして、非常に画期的なご発言をいただいたと思うんですが、そういう前振

りをした後、山本さん、今後の展開はいかがでしょうか。 

○山本委員代理 特段方向として目指されているスキーム、特に核となるルネッサンスプロ

ジェクトに今ご紹介があったように理解を日々深めつつあるところで、姿勢はご紹介いただ

いたとおりでございまして、表現のうまい下手の問題はあったかもしれませんが、ですから、

これに私どもも最大限ついていけるように、いろいろ実務的な経験を踏まえた意見といいま

すか、お願いといいますか、そういう形で参画、協働していくことを考えておりまして、で

すから、特段意見を何か我慢していたわけではないので……。 
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 １点だけ、せっかくですから、今井手委員からお話があった都民目線、３／４ページに都

民という立場が出てこない。これは、実際使われるユーザーさんだから恩恵を受けるという

か、太陽熱を設置することで貢献されるということなんだろうと思いますが、そこの役割と

いうところも、何か資料のまとめという意味で、今井手委員の意見もありましたので、都民

が見ても、我々はこういう立場なんだという意味で整理されたらいかがかと思いました。 

○大野（輝）委員 ありがとうございました。強引に振ってしまいましたが、それだけ東京

ガスさんへの期待が高いものですから……。 

 先ほど私はグリーン熱証書の話は第三のテーマと申し上げたんですが、実際にはもうお話

が出ていますけれども、あわせて一緒にということで、何かグリーン熱証書関係で特にご発

言はございましょうか。 

○飯田委員 その前に、先ほど大野さんが予算という話をおっしゃったので、試験研究とい

う意味では、この前、たしか浅井さんにお伺いしたのは、以前は浜松のところに、政府の設

備でしたっけ。 

○浅井委員 多分補助金で、日本品質保証機構というところ。 

○飯田委員 品質保証機構が太陽熱を試験する器械を持っていたのが１３年に撤去されて、

今北見工大にあるだけということで、ただ今から大がかりな予算措置でそれを全面的に試験

をするという必要性までは今すぐないような気はしますけれども、１つは、アナウンスメン

ト効果というか、東京都はこれだけ本格的にやっているんだぞという意味で、何らかの太陽

エネルギー実証試験設備みたいなものを頭出しの予算的でも、先ほど大野さんがおっしゃっ

たところの東京都下の組織の中にある研究所が少しそういうのに取りかかれるようなものは

やられるといいのかなと思います。 

 先ほどの入熱は、例えばむき出しの太陽でもいいですし、場合によったら単なる温熱でシ

ステム全体を組んでみて回してみる程度のシンプルなものでもいいかもしれませんけれども、

内容はまた別途考えるとして、それ自身が外に対してのアナウンスメント効果と、そういう

きちんとハードを回せる研究者の方がそういう目線を向くという、外と内のアナウンスメン

ト効果と、あとソーラーの比率をこういうシステムを組んだらこうなるんだと、いきなりハ

ロゲンランプでがっと照射する大型装置までは要らないと思いますけれども、何かそういう

のはぜひ考えていただくと、先ほどの２つの実証試験とシステム認証委員会の裏づけデータ

をとる程度のバックアップは、少しそちらからもできるのではないかと思います。 

 グリーン熱については、きょう参考資料を配らせていただいたんですけれども、これはお
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ととし、去年と、中島先生にも委員に入っていただいて、環境省の地域協働実施事業という

ことで、我々環境エネルギー政策研究所が事務局となって、グリーン電力証書と横並びでと

りあえず基準をつくってみたらこういうふうになるというところまで検討したもので、内容

は、きょうは時間もありませんし、見ておいていただければと思っています。 

 いずれにしても、計量法とか、まだ幾つか課題が電気と違ってありますので、東京都の今

後の来年度に向けたステップ１の中で、引き続き今年度もＩＳＥＰはこれをグリーン電力と

横並びで、なおかつ太陽だけではなくて、バイオマスと地中熱、こういうグリーン熱３点セ

ットをきちんとＣＯ２価値、そして、温対法の方に国の制度に持っていけるような、そこの

制度化のところを何とかつないでいこうと考えておりますので、そういう方面で、東京都が

まずはグリーン電力で言うとソニーの役割のような感じで、まずはグリーン価値の取引が始

まった。それを今度はナショナルに広げていくという形にしていけば、東京都でやる最初の

１００万ｋＷがその先の５００万、1,０００万という形で生きてくる。そういう第一歩にな

るのではないかと思っています。 

 ○大野（輝）委員 ありがとうございました。１００万ｋＷというのは、第一歩にしては

相当大きな第一歩だと思いますけれども……。 

○大野（二）委員 グリーン熱証書あたりの質問もあるんですが、先日の新聞だったか、ど

こかのＮＰＯの調査だったと思いますけれども、自然エネルギー利用の県別に分けたのが出

ていたんです。たしか１位が岩手県だったかな。使うものの４０％だったですか、２０％だ

ったか……。 

○大野（輝）委員 それは、飯田さん……。 

○飯田委員 千葉大と一緒にやったものです。 

○大野（二）委員 そうだ。そのときに、東京都は0.１％だったですね。 

○飯田委員 あれは、既存で利用している……。 

○大野（二）委員 それで、この質問は、東京都の中で、今はこんなに小さいんだけれども、

それをやりくりしてどんなものだというか、そういう一生懸命やった割には、対社会的にや

りましたよというふうには多分ならないだろう。そこで１００万ｋＷをやれば、それはそこ

そこなるんでしょうけれども、その先の全国レベルのほかの県とのそういう取引とか、ある

いは東京というのはすべてのいろいろな意味で集中しているわけですから、万やむを得ず、

こういう超高層ビルはここだけでは成り立たないので、日本全体の中で少しずつシェアする

というか、役割分担になるんだろうと思うんです。 
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 そのときの方向性というんでしょうか、今は東京都だけなんですけれども、それがあった

方がいいんじゃないかと思うんです。自分たちの中で、東京都の中だけ考えたら、そんなに

大きくならないのではないかなと思いながら、その先の次にはどういうふうに回していくの

か。ほかの県との連携、それで全国にどういうふうに持っていくかなという役割分担がきっ

とあるんだろうと思うんです。そこのあたりをちょっとお聞きしたかったです。 

○大野（輝）委員 それは、もう１年半ぐらい前になりますけれども、東京都の再生可能エ

ネルギー戦略というのをつくっておりまして、この中で、需要プルという大きな概念を出し

ました。お話のように、確かに太陽光、太陽熱は、東京都内で実際に導入するということが

相当ポテンシャルがあるし、まさにそれをやろうと思っているのがこの会議なわけですけれ

ども、一方、風力発電なんかを考えますと、これは我々は東京かざぐるまをつくりましたけ

れども、あれ以上に東京都内の中に何本もつくる場所がないんです。ですから、東京都の役

割というのは、需要サイドで再生可能エネルギーの需要を高める。それによって全国の供給

が広がるというところにあるだろうというのがこの再生可能エネルギー戦略のねらいなんで

す。 

 具体的にどうしようかという第一歩を始めましたのが、電気のグリーン購入のネットワー

クをつくろうという試みでございまして、これも同じラインでやっているんですけれども、

とりあえず電気のグリーン購入、入札というか、価格見積もりでやる場合には、５％再生可

能まで持っていこうというルールをつくりました。だから、今は東京都庁では、電気の自由

化で、競争入札する場合には必ず５％買うというルールになっています。 

 このルールを全国の自治体に広げていこうという運動が今始まっておりまして、グリーン

エネルギー購入フォーラムというフォーラムをつくりまして、これは飯田委員にもご参加い

ただいているんですけれども、それで今全国の自治体に広げつつあるところです。この秋に

は大きな大会をやろうとか、そんなことで、それについてはそういう方向で進めようと思っ

ております。ですから、これも太陽熱の方も何らかの一定のルールができてくれば、同じよ

うに東京都が始めて、それをまた全国の自治体に広めていくという展開は大いにあると思っ

ています。 

○中島委員 今の東京都がリーダー役を果たして全国に展開するという形に多分なると思い

ます。日本建築学会の話を一言させてください。日本建築学会では、設備の性能を図面の中

でどう表現するか。設計の中で表現するかということを標準化しようというのでディスカッ

ションしていまして、間もなくアカデミックスタンダードという建築学会のスタンダード、
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いろいろなスタンダードがあるんですけれども、構造とかいろいろあるんですけれども、そ

の中にエネルギーの問題を入れよう、環境の問題を入れようというので、ＣＯ２排出量にす

るか、あるいはグリーンエネルギー利用にするか、その辺のところを今表現をいろいろスタ

ディしているんですけれども、それを図面の中に入れようということです。 

 その入れ方には、当然ながら、性能評価の標準化が必要になってくるわけです。この標準

的な計算でこうやりましょうと。設計というのは計算ですから、いわばシミュレーションみ

たいなもの。それが本当に実際にそうなるかどうかというのは、コミッショニングという方

法があって、コミッショニングも自分の中にコミッショニングしなさいよということをうた

うわけです。 

 その中の１つとして、標準化がもう間もなくできるんです。それはソーラー建築に関して

最初になるだろうということになっていまして、ほかはともかく、いろいろな設備があるん

ですけれども、ソーラー建築は、東京都もこれだけ本気になって来年から何か実施しようと

されているから、建築学会として標準的な図面のかき方、表現方法、これはユーザーに対し

て説得力のある方法になるわけです。 

 その中では、先ほど一般の人がわかるようにというお話がございましたけれども、一般向

けの表現の方法と、それから、建築家向けの表現の方法と、２種類つくっているんです。で

すから、一般の表現の方法は、一般の人が見てすぐわかるような方法、今の電力であるとか、

そういうことで言ったのかもしれませんけれども、そういう種類で、表現方法は対象によっ

てやや変えることにして、それで図面化をしようと。 

 それができますと、それを受けて、それの評価の方法、つまり、どうやって計算するか、

計算の方法がある。これはコンピューターで計算するんですが、コンピューターの計算方法

は建築家がやらなきゃならないということになりますので、あるいは設備設計建築家がやら

なきゃならない。そういうことになりますから、設備設計の計算の仕方をスタンダード化し

て、それを今度は教育するというシステムをつくろうというので、教育に関してはそれと呼

応してやっていまして、あるプログラムを今つくりつつある。 

 サンプルとしてつくりまして、それをたまたま９月ぐらいから、工学院大学の場所を借り

て、最初に何を出すかということについては今決めているんですけれども、評価方法に関す

るデジタル設計教育プログラムというのをつくって、大体１０回ぐらいで１セメスターにし

て、９月からやることにしています。 

 ですから、それは民間のものなんですが、ただ、建築学会の標準化を受けた形で、それに
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準拠する形で表現しようということになっていまして、それは教科書ができますので、今度、

チャンスがあったら皆さんに見ていただいて、ゼネコン、サブコン、建築家協会の小倉さん

なんかも加わっていますので、建築も期待していまして、それをまずは９月からリハーサル

的に教育プログラムとして実施しようと。 

 対象は一般の建築家、それから、設備の技術者、ハウスメーカーにお勤めになられている

方々、あるいはエネルギー生産会社の方々、あるいは大学院生などを対象に教育プログラム

をつくって実施しようとしていますので、ご参考までにまた、プログラムができましたらご

提示したいと思います。 

 以上です。 

○大野（二）委員 同じことなんですが、気になることで、３／４ページのところです。先

ほどから申し上げている建築家なり設計者の立場をこの楕円のどこかに入れてほしいなとい

うのと、我々が地元に戻って、何だ、建築家は関係ないじゃないか、では、やめておこうか

というのもいかがなものかなということなので、建築家と市民をかく楕円を入れていただく

と、今６つですね。むっつりしておりますけれども、８つになるところ、末広がりになると

いう角度でいいんじゃないかと思いますので、ぜひお願いします。 

○大野（輝）委員 わかりました。政策担当の方にそれは指示をしておきます。 

○関家委員 これは判断するときのこちらの考え方というか、お願いというような感じのも

のになるかもしれませんけれども、システム評価をしたり、認定評価をしたり、何かをそれ

でやっていこうというときに、その仕組みに対してそれを直接的な罰則に使うという考え方

に持っていったときには、多分どんな細かなシミュレーションとかいろいろなものをしよう

とも、結果的に合意形成というのはかなり難しくなる。 

 その仕組みというものを支援とか協力という形の方向で使うというときには、支援、協力

する方がつくっているシステムなので、ある程度一定の割り切りというものができる。その

割り切った中で改善していくという問題があれば改善していくという形のストーリーに持っ

ていけるので、ぜひとも先ほどいろいろな仕組みでできるという一つの前提条件としては、

協力、支援するというような形のスタンスの中で、その仕組みをやっていく。だから、ある

程度ぎりぎりのところまで詰めていったときには、その一定の割り切りというような形も前

提の中で判断していって改善していくというような考え方を持って、いろいろな判断とか決

断をしていただきたいなと思っています。 

○大野（輝）委員 ありがとうございました。大変重要な視点かと思います。 
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○浅井委員 ３ページ目の太陽熱ルネッサンスのプロジェクトの案がありますけれども、こ

こで大野委員が言われたこととか、飯田委員が言われたこと、私も賛成でして、特にデザイ

ン的にいい建築というのは非常に大きなＰＲ効果があると思います。もう一つ、普及のため

に、飯田委員が言われたように、戸建て住宅とか、そういったものは非常に大切だろうと。

戸建て住宅の中で、新築と既築があるんですけれども、現状では既築が圧倒的に多いという

ことで、戸建て住宅の既築というところをどういうふうに考えていくかということは非常に

大切になると思います。それが１つです。 

 それから、３ページ目の下に絵がありますけれども、先ほど大野委員が、建築家をどこか

に入れようという提案をされましたけれども、こういう絵のいろいろな人たち、機器メーカ

ーとかホームビルダー、エネルギー事業者、金融機関、ＮＧＯ、行政、公的機関、こういう

ようなメンバーを集めて、何か大きなプロジェクトということを具体的にやった例があるの

か。あるいはこれからやろうということを考えておられるのか。我々にとっては、ぜひこう

いうことを実際やってみたいんだ、その結果がどうかということは非常に大きな答えになる

なという気がしますので、そこら辺のところを少し聞かせていただきたいんです。 

○大野（輝）委員 こういう分野ではないんですけれども、例えば少し参考になるのは、デ

ィーゼルのときの例で恐縮なんですけれども、ディーゼル車規制をやるときに、一方でディ

ーゼル車の規制をやると同時に、低公害車の普及をやろうと考えまして、新市場創造戦略会

議というすごい名前の会議なんですけれども、あのときはＣＮＧ自動車とＬＰＧ自動車を普

及しようということで、自動車メーカーさんと、天然ガスを供給する東京ガスさんと、使う

ところの佐川さんとヤマト運輸さんに入っていただきまして、そういう会議をやったことが

あります。 

 お互い目標を出し合って、例えば何万台普及したらメーカーの方は幾らぐらいで供給でき

る。ユーザーさんの方は、そのくらいの価格だったら何台ぐらい買えると。要するに三すく

みといいまして、高いから買えないとか、需要がないからつくらない。もう一方、あのとき

言ったのは、天然ガスやＣＮＧは供給スタンドがなかったのです。それは東ガスさんの方で、

これぐらいの需要があるんだったらこれぐらいの供給スタンドをつくりますと、そんなふう

な絵を一緒につくりまして、では、やってみましょうということをやったことがございます。

その会議の成果かどうかは別にして、確かにあれ以降、天然ガスの自動車とＬＰＧ車は相当

台数がふえたという実績はございます。 

 ですから、そんなことも参考にしながら、ある意味では、今回の会議もそれに向けたひな
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型のような感じはするんですけれども、この会議の参加者をベースにして、もっともっと多

くのプレーヤーの方に参加していただく必要があるかもしれませんけれども、具体的に何か、

もう一歩外に出ていくという、そんなことをできればこの後の展開としてやっていきたいと

いう思いはございます。 

 ほかに何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 そうしましたら、大体の課題の認識、それから方向性の認識については、大分貴重なご指

摘をいただきまして、ご指摘を踏まえたもので強化をしたいと思います。 

 それから、プロジェクトのイメージとしては、これもほぼ共有のイメージができたかなと

思っていますので、次は、このタイムテーブルと申しますか、先ほどロードマップという話

もありましたけれども、もともとこれは我々のねらいは、三、四年で、東京都気候変動対策

方針自体がそうなんですが、１０年のプロジェクトがあるんだけれども、当初の三、四年で

大きな変化を起こそうというのがもともとのねらいです。 

 その戦略に従って、この太陽熱の方も三、四年でどこからスタートしていつまでに何をや

るのかというふうなスケジュール感を次の会議までに事務局の方で整理をいたしたいと思い

ます。それらを見ていただきながら、次の会議のときにまた議論をしていただいて、次々に

次のステップへという展開かなと思っております。その過程で、我々の方でもいろいろな実

務的な準備はして、来年度以降大きな動きが外に出せるような努力をしていきたいと思って

おります。 

 そういうところで、私としては、一応きょうのまとめかなと思うんですが、何か、きょう

この場でと……。 

○大野（二）委員 大変すばらしい検討会になっていると思うんですけれども、各国という

か、いろいろな国でも多分同じようなことをやっていると思いますので、もちろん、日本独

自のこともあるし、外国のこんないいことをやっているぞというのは、我々に相当刺激にな

るし、それだったらできるというのもあるので、この中でもいいし、あるいは別でもいいん

ですけれども、国際交流とか、あるいは情報を共有するような、もし、何か組織なり対応が

あればいいなと思うんですが……。 

○大野（輝）委員 わかりました。先ほどの飯田委員からも、バルセロナの話が若干ご紹介

がございましたけれども、今東京都も入っているＣ４０と略しているんですけれども、大都

市気候変動先導グループだったかな。これはロンドン市長が提唱しまして、今ロンドン、ニ

ューヨーク、東京、パリ、世界のほとんどの大都市４０が入っている組織がございます。こ
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こをクリントン財団というクリントン元大統領──今立候補しているヒラリーさんの方では

なくて、アメリカの大統領は、やめると財団をつくって公益活動をするというのが義務らし

くて、クリントン財団というのがございます。このクリントン財団が、もともとエイズの支

援をやっていたんですけれども、去年から気候変動対策の支援ということに方針を出しまし

て、このＣ４０とクリントン財団がタイアップして、いろいろな大都市の情報交換をやる組

織がございます。我々も入っていますので、そういうルートなどを使いまして、次回までに

間に合うかどうかわかりませんが、どこかの段階で、そういう海外の事例なんかについてま

とめてご紹介をしたいと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、まだ少し時間がございますけれども、お忙しい皆さんでございますので、無理

に４時までやる必要もないということがあると思いますので、よろしければ、本日の会議は

以上としたいと思います。本日は、どうもありがとうございました。 

 何か事務局から連絡が……。 

○上原主任 次回の第４回太陽熱利用拡大検討会でございますけれども、当初の予定からは

若干おくれておりますが、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

改めてご連絡をいたしますので、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３回太陽熱利用拡大検討会を閉会いたします。委員の皆

様、どうもありがとうございました。 

午後３時４５分閉会 


