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日  時：平成１９年１０月１１日（木）午後２時０２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０２分開会 

○小原副参事 ただいまから第４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。 

 議事に入る前に、事務局から連絡事項を申し上げます。 

 先ほどもちょっと申し上げたところではございますが、本日井手委員は所用のため欠席さ

れるとの連絡がありました。また、飯田委員は、所用のため３時半ごろに退席される予定で

ございます。 

 それでは、これからの議事につきまして、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。 

 この検討会では、第１回と第２回にいろいろとご提案をいただきまして、前回、７月だっ

たですか、委員の意見を取りまとめたものをつくらせていただきました。その場で大分いろ

いろなご意見をいただきまして、本日はその取りまとめたものをご意見をいただいて修正し

たものを見ていただきまして、それについて最終的に中間のまとめとして固めていきたいと

いうことと、あともう一つは、中間のまとめで固めたスキームをどういう段取りで実現して

いくかというスケジュールなどにつきましても一応案を出しましたので、その辺を中心にご

議論いただければと思っております。 

 では、最初に資料について事務局から説明させていただきます。 

○小原副参事 それでは事務局から、本日配付いたしました資料の確認をいたします。 

 こちらの「第４回 太陽熱利用拡大検討会」、タイトルが「太陽熱の大幅な利用拡大に向

けた取組について」というものが、ページ数が１ページから６ページまで振ってあるものが

ございます。 

 あわせまして、参考資料１といたしまして、こちらは中島委員からご提示いただいたもの

なんですが、「環境都市における建物群形態と太陽エネルギー有効利用」というタイトルの

資料がございます。 

 参考資料２といたしまして、こちらは永田委員からご提供いただいているものでございま

すが、「「暮らしのデザイン展‘０７」での次世代型ソーラーシステムの出展」ということ

で、出展されているシステムに関する資料をいただいておるところでございます。 

 それでは、私の方から中間のまとめ案についてご説明させていただく前に、まず参考資料

につきまして、中島委員、永田委員から、簡単にそれぞれの資料についてご説明いただき、
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その後、中間のまとめ案の説明、議論に移りたいと思います。 

 では、中島委員、よろしくお願いいたします。 

○中島委員 それでは、参考資料１を見ていただきましてお話し申し上げます。 

 今まで議論していた中にちょっと抜けていたような感じがある要件がございまして、それ

は東京都内が太陽エネルギー利用拡大を進めるに当たって、地域ごとに太陽エネルギーの賦

存量を計算しておくと、地域ごとの建物群に対してどれくらいの太陽エネルギーを利用する

ことが望まれるかという基礎データが必要になってくるわけです。それによると、たがをは

めて、この地域はトータルとしてこれぐらい太陽エネルギーを利用しなさいよということを

規制までいかなくても誘導、指導することができる。そのための資料が抜けていたように思

いまして、かつて私の研究室で研究した成果が報告されておりまして、それをもとにそうい

うたがをはめるときの太陽エネルギーの賦存量という表現をしているんですが、賦存量の測

定及び計算ができるという方法をご紹介いたします。 

 これはもとになっていますのは、２００２年１１月に、日本建築学会の「黄表紙」と言わ

れている論文集に発表いたしましたものと、それから、その後、これは口頭発表なんですけ

れども、五、六編発表したもの、これはもともと工学院大学と早稲田大学での大学院の講義

をしていまして、その講義の中のものを大学院生に研究の成果を修士論文としてまとめさせ

たものを日本建築学会の論文集及び口頭発表で発表したというものです。それがもとになっ

ております。 

 内容を早速説明いたしますと、１ページの下の欄に「太陽エネルギーを最大限に利用した

環境都市の設計資料の構築に関する研究」、これは私の名前と、安徳君と藤井君という名前

がありますが、この２人は早稲田大学のときの大学院生で、安徳君はたまたま東京都に就職

をされているそうです。部署はよくわからないんですけれども、おられるということでござ

います。 

 この研究の目的を簡単に書いてありますけれども、それを発表したときは２００２年でご

ざいますから、この項目はちょっとずれていましたけれども、きょう、この資料を提供する

に当たっては、その論文を今回の会議に合うように中身を少し変えました。 

 建築自体としては、既存建物の環境建築への華麗な変身、太陽エネルギー利用住宅・ビル

の飛躍的拡大、都市・地球環境の視点から、カーボンマイナス東京１０年プロジェクト実行

への確かな歩み、それから、現あるいは新都市地域のＤＳＵＲ（District Solar Energy Ut

ilizing Ratio）、地域指定によるソーラータウンへの変身、それから、ヒートアイランド
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現象の原因と考えられる建物からの熱放出量の削減、こういうことに使えるのではないかと

いうことでこの研究の成果を簡単にご説明申し上げます。 

 研究の目的は、次のページの上の欄にございまして、こういう研究の目的をしています。 

 ３番目、２ページの下の３です。具体的な調査対象地域、この理論に基づいて実際に計測

して評価したんです。その地域がこの１２地域としてあります。これは地域ごとにネーミン

グをいろいろ変えまして、この地域の特性というものを分類して指定をすることになると思

いますので、このように一応仮に分けた。 

 その１２地域のうちの６地域について、それぞれ次の３ページの上の４番に、調査地域の

諸数値というのがございまして、これは６地域だけしかここには出しておりません。別の６

地域があるわけですが、きょうは用意しておりません。 

 それで、全地域の面積とか、あるいは戸数、平均建築面積、平均高さ、等価直径、建ぺい

率、容積率等が記入されています。この地域は、例として、出ておりませんけれども、西新

宿についても行いました。実際に測定いたしました。その場合は６００メートル掛ける８０

０メートルの面積地域を計測したんです。それを計測して、１００メートル間隔のグリッド

にすると４８グリッドができまして、ます目ができるわけです。そのます目に対して、３点

ずつ測定しますと１４４点の天空率を測定して計算したということです。 

 その天空率というものの実際の計算の仕方が５番目にございまして、この天空率というの

は視線通過率と言っているもので、Ｐθというものが計算できております。 

 その天空率というのは、領域内のＥの地点から視線通過、目を通して見える視線通過確率

というのがＰθなんです。その視線が隠れるということは、どこかに太陽がその地点に落ち

てこないということですから、それはどこかの建物の壁とか屋根に太陽が照射しているとい

う確率になるわけです。そういうことで、影の発生確率の余事象がイコール視線通過確率と

いう理論が成り立ちまして、それはＰθを計算した。 

 結果でございますが、使った資料が次の４ページの６番目に、気象データを用いた地域全

体の太陽エネルギー賦存量というのを計算した。それは、この地域全体の太陽エネルギーの

賦存量イコール計算式に１式になるようになっております。計算いたしました。 

 直達日射量と、もちろん天空日射量と天空覆射量、それを分けて計算をそれぞれして、後

で足すという方法をとっています。 

 この平米当たりＭＪというのは、平面的な地域面積当たりのＭＪ、建物群に照射する直達

日射量、天空日射量が８番目に計算式がございます。これで計算した。 
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 その結果でございますが、５ページの９番に、建物群太陽エネルギー照射量の算出方法は

それぞれ加えるんですが、その結果が６ページにございまして、１０番の年間建物群太陽エ

ネルギー照射量の結果とありまして、下に１２地域の名前が書いてありまして、縦軸が１平

米当たりの受領日射量でございます。これは天空と直達と両方加えたものでございます。 

 これを見ますと、汐留、品川というのは非常に高いわけです。それから、日本橋、歌舞伎

町というのは大体高層ビル群、あるいは汐留、品川というのは新設の超高層ビル。これは壁

がかなり効果的になっているという意味です。つまり、超高層の場合は、屋根面積よりは壁

に何とかシースルーの太陽電池を張りつけることによって、それを規制して張りつけなさい

ということで、かなりの確率で、受領日射量が多いですから、その割合を掛け合わせても、

変換効率を掛け合わせても、かなり有効になる。 

 反射光が道路とか平面の庭とか敷地の反射光を抱えた場合はややふえるということがわか

ります。 

 ７ページの１２番目に、建物群の太陽エネルギー照射量によって得られるエネルギー量か

らＣＯ２排出量の削減量を太陽光発電として今計算した結果が１２地域について出ておりま

す。地域平米当たりの値として計算されている。これは熱利用した場合は、単純に言うと、

これの約４倍になりますから、光発電の場合は１０％の変換効率です。熱の場合は４０％と

いうふうに計算いたしますと４倍になるということでございます。 

 １３番に、これをどういうふうに利用できるかということについて、どういう形で提供さ

れて利用できるか。これは地域太陽エネルギー利用率（ＤＳＵＲ）というのを決めて、その

地域の既存の場合は計測し、新設の場合はそういう率をその地域の指定をして、平均的な値

として、超高層ビル群の場合は幾つ、普通の高層ビル群は幾つ、商店街のあたりの中小建物

群の場合はどうか、住宅群の場合はどうかということで決めてかかればいいわけです。それ

をＡ分のＢという値で計算ができるし、あるいはそれを地域指定をすることができる。 

 その地域指定の活動としては、現存の土地地域のソーラータウン化への誘導ができます。

新都市開発の場合は、ソーラータウンの地域指定を実施することができる。例えばＤＳＵＲ

が0.２５地域というふうに指定された場合は、例えば日本橋の地域では１０の図がございま

して、そのときの潜在的な賦存量というのが出ておりまして、それが6,１００ＭＪ／㎡にな

っておりますから、それに対してＢというのが計算ができます。 

 その結果から、日本橋の地域の建物群の屋根と外壁への必要太陽照射面積というＳ平米と

いうのを計算できますので、それを今度変換率をＰＶを１０％、集熱効率を４０％とすると、
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ちょうど２分の１ずつ、全体の壁とか屋根の半分を集熱に、半分をＰＶということでいきま

すと、ちょうどこれに当てはまるようになった。こういう計算ができるわけです。それに向

けて地域誘導ができるということになるわけでございます。 

 以上でございます。 

○小原副参事 ありがとうございました。 

 引き続きまして、お手元に配付させていただいております参考資料の２につきまして、永

田委員より説明をお願いいたします。 

○永田委員 それでは、簡単にご紹介させていただきます。 

 「暮らしのデザイン展‘０７」での次世代型ソーラーシステムの出展という形で、実は先

週の１０月２日から５日の間、弊社の方で家庭用の器具全般についての展示会であります

「暮らしのデザイン展」というものを催しておりまして、そのときに次世代型ソーラー給湯

システムということで、第２回の研究会のときにご紹介させていただいたシステムの試作機

というものを展示させていただきました。それの写真を裏面につけてありますので、イメー

ジを見ていただくという形できょうはお持ちいたした次第です。 

 前の方は展示パネルで、こんな内容を紹介しましたという形で、裏面の方で実際どんな形

で展示したかというもの、写りが悪いんですけれども、写真をつけさせていただきましたが、

バルコニーを模擬したような形で、ここに太陽熱集熱パネルを組み込んで、こういうような

イメージになりますという形でご紹介いたしました。 

 この２、３、４、５と４日間で来場者数は大体約１万人ぐらいだったと思いますが、この

コーナーはちょっと外れたところにあったので、その全員の方が来られるということはあり

ませんでしたけれども、来られた方は結構興味を持って、関心を持ってごらんになっていた

だけたかと思っております。なかなか見ばえもそんなに悪くないんじゃないかとか、ただ、

よくあった意見としましては、カラーバリエーションとして、黒以外でもう少し明るい色は

できないのかとか、そういうようなコメント等は多数いただきました。 

 このような形で展示させていただいて、いろいろな方のご意見等を伺いながら、一体こう

いうバルコニー設置型というものはどんな形にしていけばいいのかというものの参考にもし

ていきたいと考えております。 

 簡単でありますけれども、ご紹介します。 

○小原副参事 永田委員、ありがとうございました。 

 それでは、事務局の方から、こちらの「太陽熱の大幅な利用拡大に向けた取組について」
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ということで、本検討会の中間のまとめ案についてご説明申し上げさせていただきます。 

 こちらの資料でございますが、１ページ目から６ページ目までページを振らせていただい

ておりまして、１、２ページ目が「太陽熱の飛躍的拡大に向けた課題と目指すべき方向性」

ということで、これまでの検討会の中で指摘されました太陽熱の利用拡大に向けた課題につ

いて抽出するとともに、その方策についての方向性について意見をもとに整理してございま

す。 

 その次の３ページ目から４ページ目が、それぞれの課題をどういった主体がどういう役割

分担の中で解決していくのかという物の見方をここで整理いたしました「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熱利用拡大スキーム」ということで書いてござ

います。 

 ちょうどその裏の５ページ目には、３ページ目、４ページ目の説明を図の形に落としたも

のがございます。 

 最後の６ページ目が「今後の取り組み方・スケジュール」というところになっております。 

 では、１ページ目の方へお戻りいただいてよろしいでしょうか。１ページ目から２ページ

目にかけまして、課題を１から５まで整理させていただきました。その１が、「製品開発の

遅れ」でございます。「製品開発の遅れ」に関連いたしましては、新たな魅力ある製品開発

というものがなかなか出てこない。 

 次に、建築物と一体となったデザイン性という点でもおくれているということが指摘され

ておりました。 

 これに関連しまして、方策１として掲げたのが、高品質で魅力ある製品開発というものを

促進していこうということがございます。この高品質というところにつきましては、製品の

耐久性であるとか、効率性であるとか、あるいは利便性など、製品価値の向上をしっかり図

っていこうということが指摘されております。 

 建築物と一体となったデザイン性にすぐれた製品の開発と普及というのも重要なポイント

であるということで、こちらに関連いたしましては、ホームビルダーと太陽熱利用機器メー

カー間との連携を図っていくということが１つ指摘されておるところでございます。 

 課題２でございます。「太陽熱市場における信頼性の低下」が課題だという指摘がござい

ました。これに関連いたしましては、１つとして、販売方法がなかなか消費者から信頼され

るタイプの販売方法ではなかったであるとか、施工に関しても、なかなか信頼性を維持する

という点で言うと問題があった。あるいは市場から撤退したメーカーが多数あったわけでご
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ざいますが、それらの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、

全体としての印象というものが落ちて信頼性が低下していったというようなことが指摘され

ております。 

 これに対応いたしました方策の２として、「太陽熱市場の信頼性の回復」というものを進

めていく必要がある。関連企業の連携による太陽熱市場の信頼性の回復を進めていくために、

こちらに２点ほどポイントを掲げさせていただいております。 

 １つといたしましては、太陽熱利用機器の性能評価認定制度であるとか、あるいは施工業

者の登録制度などによりまして、太陽熱利用機器の設置に対する消費者、ユーザー側の不安

というものを解消して信頼を回復していこうということ。 

 もう１つといたしまして、定期的なメンテナンス、点検体制の整備を図って、太陽熱利用

機器を安心して長期にわたって利用できる環境というものをしっかり整備していこうという

方向性が出されております。 

 課題３でございます。「太陽熱に関するＰＲ不足」が指摘されております。特に太陽熱に

関しましては、国におかれましても、再生可能エネルギーとの位置づけがしっかりなされて

いない中で、これをつけるということの意味が環境問題との関連でしっかり理解されていな

い状況がございます。 

 第２点目としましては、建築家や設計者による太陽熱利用の関心が低い。そういう状況の

中で、積極的な導入がなされてこなかったということがございます。 

 太陽熱利用機器の明確な性能評価認定制度、先ほど申し上げたポイントはこちらにも関連

してまいります。 

 方策としましては、太陽熱に関する理解の促進というのを広げていくために、ＰＲである

とか、あるいは太陽熱利用によるＣＯ２削減効果を定量的に測定できるシステムの構築を図

る。 

 ページが２ページ目の方にまたがっておるんですが、建築家の積極的な利用を促す観点か

ら、建築家や設計者を対象としたセミナー等の開催。 

 ４つ目といたしまして、太陽熱利用機器の明確な性能評価認定制度、環境的な価値基準の

確立というものを進めていく必要があるということでございます。 

 課題４でございます。「設置に係るコスト負担の大きさ」が指摘されました。設置に係る

初期コストの負担感及びメンテナンスと維持費の不透明さで、一体消費者はこの装置をつけ

たときに幾らかかるのかというものが、長期間にわたっての負担が全然見えてこない。 



 8

 ２点目としまして、国や自治体による経済的支援策の欠如という点も指摘されております。 

 ３点目としまして、設置に対する経済的メリット感が希薄である。太陽光発電装置に比べ

まして、太陽熱利用機器ですと、余った電力を電力会社に売るといったようなことができな

いために、設置者が経済的メリットを感じにくいということが指摘されております。 

 これに対する方策といたしまして、設置コストの低減と経済的メリットの創出という方向

性が出されております。 

 １点目の四角でございますが、関連企業の連携によるトータルな設置コストというものを

しっかりと低減していくということがあります。 

 ２点目としまして、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ものが望

まれるという点があります。 

 ３つ目といたしまして、グリーン熱証書市場の創設。これは、経済的メリットを生み出す

仕組みということで、一つ方向性で出されたところでございます。 

 ４点目で、太陽熱温水器に比べ、設置に係る初期投資コストが比較的高いソーラーシステ

ムについては、１０年程度での投資回収を目指していくという目標もしっかりと定めること

が大事であるということがございます。 

 課題５でございます。「エネルギー事業者やホームビルダー等との連携不足」、こちらは、

太陽熱利用機器の市場における競争力の低下ということで、エネルギー事業者やホームビル

ダー等との販売戦略上の協力関係がないために、エネルギー事業者やホームビルダー等と連

携しているその他の機器に比べ、普及が進まない。 

 こちらについて、方策としましては、これらの連携というものをプロジェクトとしてしっ

かり実施していくという必要性が指摘されたところでございます。 

 １つとしましては、再生可能エネルギー、省エネルギーに関する導入オプションというも

のを進めていくために、そのオプションの提示状況に関する情報開示──ライトタッチ規制

というのは情報開示といったような形でご理解いただければと思うんですが、そういったも

のを入れることの方策というものも掲げられましたし、太陽熱利用機器との接続可能な給湯

器等の設備機器の普及を誘導していくということも指摘されたところでございます。 

 ３ページの方に移らせていただきます。今指摘されてきた課題や方策をどのように具体的

な形にしていくのかということでスキーム化したものがこちらの３、４ページでございます。

基本的な考え方で５点掲げました。 

 まずその１でございますが、今後三、四年の間に太陽エネルギー１００万ｋＷ到達への道
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筋をつけるため、早急に新たな太陽熱利用拡大スキームを創設するということで、このスキ

ーム構築自体は、ゆっくりやるのではなくて、急いでやっていくという基本的な考え方をこ

こで示しております。 

 ２点目でございますが、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

ー事業者など、太陽熱関連企業や行政、ＮＧＯが一体となって、次の事柄を進めていく。そ

の次の事柄というのが、太陽熱利用システムの性能向上であるとか、価格の低減、施工・メ

ンテナンス体制の整備などがこれに当たります。これらを通じまして、太陽熱市場の再生を

目指してまいります。 

 ３点目でございます。太陽熱利用におけるＣＯ２削減効果を環境価値として適正に評価し、

環境価値が経済的なメリットを生む仕組みをつくることを目指していくということがありま

す。 

 ４点目でございます。太陽熱利用機器の設置拡大にとどまらず、住宅躯体自体の質を高め、

低エネルギー化、省エネルギー化を進めていくとともに、耐震補強等の災害対策もあわせて

促進し、低ＣＯ２型で災害にも強い都市づくりを目指していくという基本的な考え方を出し

ております。 

 最後５点目でございますが、集合住宅や面的開発事業で太陽熱を利用した低エネルギー開

発モデルプロジェクトの実施、具体的なプロジェクトとして実施していくことを目指してい

くということを基本的な考え方として位置づけました。 

 それらの基本的考え方を踏まえて、黄色く目立たせておるところでございますが、太陽熱

ルネッサンスプロジェクトと名づけまして、このプロジェクトを具体化していこうというこ

とを今回打ち出しております。 

 このプロジェクトでございますが、一言で申し上げますと、上の３行でございます。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、太陽熱関連企業や行

政、ＮＧＯが一体となってそれぞれの役割に応じた太陽熱普及拡大への取り組みを進めてい

くプロジェクトである。 

 それぞれの主体ごとの役割でございますが、太陽熱利用機器メーカーに期待される役割と

いたしまして４点掲げさせていただいております。 

 サプライチェーン全体を通してのシステム価格及び工事・施工価格の低減を図っていくこ

と。 

 ２点目でございますが、太陽熱利用機器の性能評価認定制度を導入することで、市場にお
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けるシステム機器全体の性能向上を促し、太陽熱市場の信頼性を高めていくこと。 

 ３点目ですが、冷暖房システム、壁面設置型、太陽光発電とのハイブリッドシステムなど、

低コストでデザイン性にもすぐれた新たな魅力ある機器の開発を促進していくこと。 

 ４点目でございますが、太陽熱利用機器メーカー単独だけではなく、エネルギー事業者等

との連携によりきめ細かいメンテナンス、サポート体制の充実を図っていくこと。これらが

期待されているところでございます。 

 建築家、ハウスメーカー、工務店などのホールビルダーに期待される役割でございます。

３点ございます。 

 １といたしまして、環境配慮住宅としての太陽熱住宅の普及を拡大し、施工に係るコスト

の低減を図っていくこと。 

 ２点目としまして、太陽熱利用機器メーカーとの連携を図り、建築物と一体となったデザ

イン性にすぐれた製品を共同で開発し、積極的に建築物の設計に取り込んでいくこと。 

 ３点目といたしまして、住宅の新築、増改築時に、太陽エネルギーをはじめとする再生可

能エネルギーや省エネ設計、省エネ設備機器等の導入に関するオプションメニューを積極的

に消費者の方々に提示していただくこと。 

 ページは４ページ目の方に移ります。 

 金融機関に期待される役割として、１点掲げさせていただきました。太陽熱設置住宅や太

陽熱を設置するリフォームに対する金利優遇ローン商品の創設など、太陽熱の設置を後押し

する金融商品の創設を促してまいることでございます。 

 行政・公的機関の役割として４点掲げさせていただきました。 

 まず第１に、太陽エネルギーの利用拡大ムーブメントをつくり出しまして、広く都民や企

業、他の自治体に対しても動きを拡大していくこと。 

 ２点目といたしまして、太陽熱利用機器の性能評価認定制度を立ち上げ、太陽熱の利用に

よるＣＯ２削減効果を環境価値として評価し、公的に環境価値を買い取る仕組みを創設して、

太陽熱利用機器設置による経済的なメリットの創出を図っていくこと。 

 ３点目でございますが、太陽熱システムに、計量法に適合したカロリーメーターを設置す

ることで、実際のＣＯ２削減効果を正確に把握し、太陽熱の生み出すグリーンの価値を証書

化し市場で取引を行うグリーン熱証書市場の創設を目指していくこと。 

 ４点目といたしまして、太陽熱利用システムの設計・施工指針を取りまとめ、また、施工

業者に対する技術講習会を開催することで、設置における信頼性の確保を図っていくこと。 
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 以上の４点でございます。 

 ＮＧＯに対する役割も３点ほど掲げさせていただきました。 

 その１といたしまして、セミナーやシンポジウムを企業や行政等との連携により実施し、

太陽熱の利用に対する理解を促進していくとともに、太陽熱のイメージアップキャンペーン

を行っていくこと。 

 第２点目といたしまして、太陽熱を環境教育ツールとして活用していくこと。 

 ３点目といたしまして、太陽熱に関する総合的な情報ソースの提供や相談窓口の設置を図

っていくことが期待されております。 

 最後に、エネルギー事業者でございますが、２点ございます。 

 その第１が、総合エネルギープロバイダーとして、太陽熱利用機器のきめ細かいメンテナ

ンス、サポート体制の充実を図っていくこと。 

 第２点目といたしまして、家庭の再エネ、省エネコンサルタントとして、家庭における再

生可能エネルギー、省エネルギー機器や設備の設置を促していくこと。 

 これらの役割をそれぞれの主体ごとに担いながら、全体として一体となり、太陽熱普及拡

大への取り組みを進めていくというのがこの太陽熱ルネッサンスプロジェクトでございまし

て、図示したものが、ページをめくっていただきました５ページ目にございます。 

 １つの大きな目標「太陽熱市場の再生」というところを実現するために、関連業界が一体

となった取り組みを実施していくということで、こちらは丸を７つほど掲げさせていただい

たんですが、それぞれごとにここに掲げさせていただいたような役割を果たしていこうと。

これらを通じて、真ん中あたりの四角なんですが、「低価格・高品質・安全な製品の提供」、

そして、「安心な施工・アフターサービス」というものを提供していけるようにしていくこ

とで消費者の方に普及させていこうということでございます。 

 ページを１ページお戻りいただけますでしょうか。４ページの下のこちらも黄色で強調し

てあるところでございますが、低エネルギー住宅の普及促進というところも重要でございま

す。 

 太陽エネルギーの設置とあわせまして、住宅の低エネルギー化の促進を進めていく。ポイ

ントといたしまして、ホームビルダーとの連携により、太陽熱利用機器の普及とともに、住

宅の低エネルギー化、省エネルギー化を進め、また、耐震性能の向上を図り、低ＣＯ２型で

災害にも強い都市づくりを目指していきましょう。 

 ２つ目としまして、低エネルギー開発モデルプロジェクトの実施。先駆的な企業等と連携
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し、集合住宅や面的開発事業において太陽熱を利用したデザイン性にもすぐれた究極の低エ

ネルギー開発を実施し、それをモデルケースとして今後の太陽熱低エネルギー住宅の普及に

活用していこうということを目指しております。 

 これらの東京発の太陽熱利用拡大スキームが本検討会で検討された内容でございまして、

ここを受けまして、「今後の取り組み方・スケジュール」について、６ページ目にお示しさ

せていただいております。 

 ６ページ目の冒頭に、「今後の取り組みにあたっての基本認識」を掲げさせていただきま

した。東京都は、２０２０年までに２０００年比で温暖化ガス２５％削減という目標を掲げ

ておるんですが、この目標の達成に向け、太陽熱の活用をとりわけ家庭部門における主要な

柱として位置づけ、積極的な利用拡大を進めていくという基本認識を持っております。 

 そのために、平成１９年度、今年度でございますが、１０月、きょうのこの第４回の太陽

熱利用拡大検討会で「中間のまとめ」をまとめ、「中間のまとめ」でお示しした方向性につ

いて、早速ホームページ上で企業や都民から広く意見を募集してまいる予定でございます。

目安としまして、今月末ぐらいにはしっかりと皆さんからの意見をとれるように手はずを整

えていこうと思っております。 

 来年の２月になるんですが、これは第２回太陽エネルギー利用拡大会議ということで、こ

れは太陽光の方の会議と合同の会議になります。こちらで最終のまとめを取りまとめていく

予定でございます。これらの検討会、会議における取りまとめ内容も踏まえまして、年度内

に「１０年後の東京」実現に向けた実行プログラム、これは「１０年後の東京」という昨年

の１２月に発表しました東京都の長期計画を実現するための東京都全体での実行プログラム、

そのプログラムの策定、及び東京都環境基本計画の改定、こちらは現在東京都環境審議会で

改定に向けた審議を行っておるところでございます。そちらに反映させていこうということ

を平成１９年度に実施する予定でございます。 

 平成２０年度でございますが、こちらの３、４ページでご説明申し上げた太陽熱ルネッサ

ンスプロジェクトというものを早速開始していくということを考えております。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、太陽熱関連企業や行政、Ｎ

ＧＯと一体となりまして、プロジェクトを具体化していく。ポツを５点ほど出しております。 

 第１点目ですが、太陽熱利用機器の性能評価認定制度。既にそれが必要だという点を指摘

されていたところでありますが、この制度の立ち上げをやっていく。市場におけるシステム

全体の安全性、信頼性の向上を図るとともに、太陽熱の利用による経済的価値、環境的価値
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を消費者にアピールしていくものとしてこの認定制度を立ち上げてまいります。 

 太陽熱利用システムの設計・施工基準の取りまとめ。こちらもその必要性を指摘されてい

たところでございますが、この設計・施工基準というものも取りまとめてまいることでござ

います。 

 第３点目が、施工業者に対する技術講習会の開催。これは工事・施工面での安全性、信頼

性の向上を図るために、この講習会というものの開催を進めてまいる。 

 第４点目、企業、ＮＧＯ、行政との連携によるシンポジウムであるとかセミナーを実施い

たします。これにより太陽熱利用のムーブメントというものを盛り上げていくということを

目指しております。 

 第５点目、グリーン熱証書市場の創設を目指してまいります。太陽熱の生み出す環境価値

を証書化し市場で取引が行える基盤となりますこの制度の創設を目指してまいります。 

 これらの太陽熱ルネッサンスプロジェクトを開始するとともに、あわせまして具体的な事

業の方もパイロットプロジェクトとして実施していくことを考えております。 

 １つ目といたしまして、東京都とエネルギー供給事業者、太陽熱関連企業の連携による公

的施設での率先的導入モデルプロジェクトというものの実施を指向しております。集合住宅

での太陽熱利用機器の普及及びエネルギー供給事業者との連携によるトータルなサービス・

メンテナンス体制の構築を目指し、このモデルにより後に続く方々が安心して太陽熱利用を

進められるようにしてまいります。 

 最後の点でございますが、太陽熱を含め都有施設における再生可能エネルギーの利用拡大

を進める方針を都として策定してまいる予定でございます。 

 今後の取り組み方とスケジュールについては、以上のものを具体的に進めていくというこ

とで、この中間のまとめの中に位置づけさせていただきたいと思っております。 

 以上、事務局からの資料の説明でございます。 

 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、発言する際には

挙手をお願いいたします。 

○大野（輝）委員 それでは、これから時間のある限りで議論を進めたいと思うんですが、

先ほどの冒頭に永田委員からご紹介いただきましたソーラーシステムのイメージ、私も近か

ったものですから拝見に伺いまして、図面では拝見したんですが、現物を見ると、図面で見

るよりもずっと格好がいいというか、形がいいというか、なかなかいいものだなと思いまし

た。これから２０５０年とかそういうことで考えますと、ＣＯ２は本当に半減する、あるい
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は先進国ではそれ以上と考えますと、必ずどこかの時点でああいうものがすべてのマンショ

ンにつくるのは当たり前だという時代が来ると思うんです。 

 この前もＥＵ議会の決議がありまして、向こうのホームページなどを見ると、数年前まで

はＥＵでもソーラーサーモの利用義務化なんて考えられなかったんだけれども、最近では利

用義務化を具体的日程になっているというふうなものも出ておりました。そういう意味では

非常に感じるところが多かったわけですが、我が国でも必ずどこかの段階でそういう時代が

来ると思うんですけれども、まだ直接的に利用義務化まで、残念ながら提起できる状態では

ないと思いますので、ぜひこの検討会のまとめをうまく形にしまして、ここに至るステップ

として、具体的なものが動いていくような形を何とか実現してまいりたいと思っております。 

 そういう意味も込めて、きょう、お渡しした中間のまとめについてご議論いただき、中身

を深めたいと思います。 

 議論なんですが、一番最初のパーツの課題と方策は前回７月にご意見をいただいたものを

直したもので、そんなに大きなご意見はないかなと思っています。もしあれば、いただきた

いと思います。 

 では、それを具体的にどう動かしたかということで拡大スキームですが、ここはそういう

大きな課題や方向性を踏まえて、ルネッサンスプロジェクトという形で突破していくという

ときに、それぞれのプレーヤーがどういう役割を果たすことが期待されるのかというふうに

まとめたものなので、この点についてそれぞれご意見をいただければと思います。 

 あと最後は、これをどう動かしていくかということを具体的にスケジュールとして、１９

年度、２０年度の段取りを書いてみましたので、特にこの点についてもいろいろとご意見を

いただければと思っております。 

 では、この後はいろいろとご自由にご意見をいただきたいと思うんですが、いかがでしょ

うか。 

○中島委員 太陽熱ルネッサンスプロジェクトの中で、それぞれのメーカーとかホームビル

ダーとか、そういったものの役割分担が明確にされていまして、これは大変結構だと思いま

す。ただ、全体の東京都にある建物群、住宅というふうに絞れば、それはそれで構わないん

ですけれども、住宅群の中で、ほとんどが既築建物で、それをリニューアルしながら太陽エ

ネルギーの導入を拡大していくということがかなり重要な方式になってくるんだと思います。 

 つまり、新築の部分というのは少なくて、しかも、寿命が長いですから、既築の建物に関

してどう変身させていくか。太陽エネルギー利用ソーラーハウス、ソーラービルに変身させ
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ていくかというところが非常に重要なので、それを新築の場合と既築の場合と、やや対応が

違ってくると思うんです。したがって、そのプロセスがどこかに入っていてほしいというふ

うに思います。 

 すべてが新築で、例えばパイロットプロジェクトの実施というのは、これは多分新築の集

合住宅群の新しく更地にそういうソーラータウンをつくるのか。それだったら、易しいとい

うか、基本的なシステムを使って、信頼性の高い、コストの安いものを使って計測システム

を組み込んでできるということがあるんですけれども、既存のタウンに関してそれを変身さ

せるというときには、また一つその中間に計測をし、現在がどうなのかということと、改良

するときの手順がどういう改良の手順が最も効果的であるのかどうか。建物の種類によって

も違ってきますし、その辺の記述がどこかにあった方がいいかなと。つまり、既存の建物を

変身させる方法と、それから、新築の場合との部分をどこかにコメントして書き添えていた

だいておくといいのではないかと思いました。 

 以上です。 

○大野（輝）委員 ここではその点を明示していないんですが、このホームビルダーという

書き方にしても、確かにイメージが浮かんでくるのは、新築の方を中心にイメージしている

んです。たしか都内ですと、新築の戸建が毎年４万5,０００戸なんです。だから、そこを中

心にイメージをしてはいるんですが、確かに一気にということを考えますと、既築も相当や

らなきゃいけないので、その点についても少し記述を加えるというふうにいたしますか。 

 具体的にこの辺にこういう技術をというご意見をもしいただければ、きょういただきたい

し、なければ、きょう、この後、最終的にまとめる前にはまたご意見をいただきますので、

その中でいただければと思います。 

○大野（二）委員 利用拡大スキームのところで、早急にやりたいというお話ですから、ど

の項目も順番がなくそれぞれやっていかないといけないと思うんです。今業界が大変疲弊し

ているというか、そういう現状の中で、前の話と一緒なんでしょうけれども、これをやらな

いと損するというようなことを並行してやる。小さくてもいいけれども、モデルプロジェク

トも早くやる。みんなに見ていただく。 

 あるいは先ほど東ガスさんがやられたああいうパネルも、僕はまだまだ不足のように思う

んです。もっといろいろな使い方があるし、それで、日本の中で、残念ながら真空管式が撤

退方向にあるということで、あれ自身は大変美しいものなんです。効率もよいということな

ので、業界が逃げていく前に、これは撤退したら損だぞ、もうかるぞというような気持ちに
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ならないと、会社がやりたがっていないわけです。そのためには、早目の政策発表とか、そ

れから、モデルプロジェクトを立ち上げるとか、実際につくってしまうとか、それから、ど

うしても東京都さんはお役所仕事になりますので、宣伝方法というんでしょうか、そういう

アピールするものはすごく大事だと思うんです。 

 そのためには新聞とかテレビとか、そういう広報関係というのがすごく影響力があって、

そのためにはちゃんとしたデザイナーをつけて、広報に対しても、書類をつくって記者会見

するだけでは全然意味がなくて、消費者というか、目の前にぽんと出すような、そういうと

ころもぜひ検討いただければなと思います。 

○浅井委員 太陽熱ルネッサンスプロジェクトの中には、６つの機関というんですか、事業

者が関連しているわけですけれども、それぞれの役割ということで書いてありますけれども、

この全体をどういうふうに取りまとめていくかということが多分非常に大事じゃないかなと

いうふうに思うんです。単に例えば太陽熱利用機器メーカーとしてこれだけやりなさいとい

うような形になっても、連携が非常につきにくいという部分も実はありまして、私どもの例

でいくと、今は何社かのハウスビルダーと一応話だけはしているんですけれども、なかなか

そういうものが展開していきにくいというところがあるものですから、そういうことも含め

て、いろいろなところとの連携をどういうふうにフォローしていただけるか、あるいはそれ

は自分たちでやれということなのか、そこら辺を少し考えていただきたい。 

 それからもう一つ、ちょっとこれとは違うかもしれませんけれども、ヨーロッパの太陽熱

機器の販売の推移を見ると、順調に伸びているんですけれども、２００２年に１回かなり減

っているんです。２００２年に減ったというのは、どこが減ったかというと、ドイツなんで

す。何でドイツが減ったかというと、私の聞いた話ですけれども、正確ではないかもしれま

せんけれども、この年に、太陽熱関係に対するインセンティブがなくなった。なくなったの

か減ったのかわかりませんけれども、そういうことがあって、この年減っているんです。大

体３０％か４０％ぐらい減っています。 

 ２００３年は２００１年よりも少ない。２００４年になって、やっと２００１年よりもふ

えてきたということで、今はふえているんです。ということは、ある程度、長いスパンでそ

ういうことをやっていかないと、割と市場の反応というのは厳しいものがあるなという、そ

んな感じがしたものですから、それは考慮していただきたいなと思います。 

 以上です 

○永田委員 それでは、何点かですけれども、性能評価認定制度というものを導入と書かれ
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ていますが、これは非常にいいことだろうなと思っておりまして、基本となるのは、省エネ

ルギー制とかＣＯ２削減というものになるのかと思いますけれども、いろいろ施行性とかそ

ういうものも含めた形でよい太陽熱というものを広めていくための認定制度というものがで

きてくれば非常によいのではないかというふうに感じました。 

 あと、各６つの切り口の中で、エネルギー事業者の役割としましては、総合エネルギープ

ロバイダーとしての「きめ細かいメンテナンス、サポート体制の充実」とありますが、今弊

社の方で開発しようと思っています給湯器とソーラーシステム一体型のもの、こういうもの

につきましては、もちろん開発とあわせまして、メンテナンス等についても検討を行ってい

きたいというふうに考えております。 

 あと、より一般的に太陽熱システム全般にわたっては、まずはパネルとかになりますと、

メーカーさんというのが非常にノウハウをお持ちですし、そういう方たちがメンテナンスと

いうものをやる、それをいかにサポートしていくのかという側の取り組みが期待されている

のかなと認識しておりまして、メンテナンスをサポートするというか、そういうような形で

かかわるようなものではないかと思っております。 

 細かいことになりますけれども、例えばここではメンテナンスとサポート体制の充実とい

う形で書いてありますが、メンテナンス、サポートというものをやっていくということでは

ないかなと考えております。 

 あと、２点目としまして、再エネ、省エネコンサルタントとしての再生可能エネルギー、

省エネルギー機器の設備の設置を促すと、これまでも当社はさまざまな省エネルギーシステ

ムのご提案等を行ってきておりますので、引き続きそういう点では頑張らせていただきたい

なと感じております。 

 とりあえず以上です。 

○飯田委員 全般にこれまで出てきた意見を上手にまとめていただいていると思いますので、

非常にすばらしい資料にまとまっていると思います。実際に東京ガスさんがこういうのも出

されたのが、東京都がこれを始めた機運もある程度影響しているのかなと思って、そういう

のは市場に非常にいい影響を与えていると思います。今後ますますこういった流れを東京都

がリードするというのは非常に重要な役割かなと。 

 大きく３点というか、４点というか、まず一番大事なのは、性能評価認定制度だと思いま

す。これの位置づけとしては、４ページの行政機関のところに書いてありますが、環境価値

を買い取る仕組みということなので、これは行く行くはグリーン熱市場につないでいく。そ
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ういうつながりを持ったものであると同時に、太陽熱のきちんとした認定制度をもう一回再

構築するという両方の意味合いがあるということかなと。 

 あわせて、先ほど課題として挙がっていた製品、高品質で魅力ある製品であるとか、施工

であるとか、その後のメンテナンス等々、そういうある程度縛りをこれでうまく引っ張って

いくというところが外形デザインというか、外側のほかの政策としてこれによって縛りをか

けて引っ張っていくというつながりなのかなと受けとめました。 

 あとは、現実にこの認定制度をどう動かしていくかというか、そもそもどう決めていくか

ということだと思いますが、スケジュールを拝見すると、平成２０年度から制度の立ち上げ

となっておりますので、２０年度に立ち上げということは、この後の下半期において、相当

前倒しでこれを今後検討していくというふうな理解でいいかどうかということです。そのと

きに、既存のソーラーシステム振興協会であるとか、ベターリビングさん等でされている既

存の治験を生かしつつも、この東京都の施策にきちんと生かせるようなフレームワークをど

うつくるかというところがまず１つはポイントかなというのが１つ。これが大体大きな１グ

ループです。 

 ２つ目の大きなコメントとしては、発展系のところなんですが、行く行くグリーン熱につ

ないでいくとなると、太陽熱の性能評価認定制度そのものはきちんと固めつつも、スピード

が大事だと思いますので、あまり技術的ディテールに入り過ぎないようにしつつも、早目に

これを実践するそこのかげんが大事だと思いますが、次の発展系に関しては、グリーン熱証

書となると、地中熱と、それからバイオマスというのを次は視野に入れていく必要がありま

すので、太陽熱の制度をつくりながらも、太陽熱だけに陥らないような視点をまず忘れない

ということが必要かなというのが１つです。 

 もう１つ、これは東京都の気候変動対策方針の中にも書いてありますが、東京都域内ＣＤ

Ｍといいますか、中小、家庭部門からのＣＯ２クレジットを売っていく。そこにこれがある

程度生かされていくのだろうと一応考えておりますし、全く同じような方向性で今経産省が

省エネ法の改正を進めていますので、当然事務方の方でうまく調整等々をしつつやられてい

ると思いますけれども、国の規制もその方向で動いている部分をにらみつつ、しかも東京都

のもう一つ大枠の政策につないでいくというところとあわせて、このタイムスケジュールと

制度的な整合性をあわせていくというところが、この後半と、それから来年度に向けて一つ

の肝というか、ポイントかなと思いました。 

 大きな３点目としては、これはこれでキックスタートというか、キックオフをルネッサン



 19

スプロジェクトとしていくんですが、先ほど大野部長がまさしくおっしゃったように、ヨー

ロッパではソーラーオブリゲーションというのが一気に広がろうとしていますので、これを

政策検討として、まずこれはこれで進めつつも、ソーラーオブリゲーション的な政策につい

ても引き続きモニタリングを検討していくような、そういうところも一つどこかに書いてお

いていただいて、これだけで終わりではないというか、さらに発展するよという含みを残し

ていただくといいのかなと思いました。 

 以上です。 

○関家委員 確認なんですけれども、６ページのところの頭の部分で、「家庭部門における

主要な柱として位置づけ」と、これは家庭部門で、民生ではなくて家庭と、自治体としてス

タートするのは家庭という意識があってと、そういう意味にとらえてよろしいんですか。 

○大野（輝）委員 これは、もちろん太陽熱は住宅だけではないですから、例えばホテルと

か何かに使うというのはありますので、そこに限るという意味ではないんですけれども、ま

ずどこから突破していくかというと、住宅ではないかという意味で、特に家庭と強調してお

ります。 

 それでは、一渡り皆様方からご意見をいただきましたが、今後、具体的に幾つかの加える

べきであるというふうなご意見については、適宜追加をしていきたいと思います。特に先ほ

ど飯田委員からの政策についても今後モニタリングしていくということについて、たしか私

は前回何かそのようなことを申し上げまして、次の会に報告するということを言ったような

気がするんですが、ちょっと準備が間に合わなくて、きょうはそういうＥＵの動きなどにつ

いて準備ができませんで申しわけございませんでした。 

 必要なコメントについて適宜つけ加えていこうと思うんですが、あと今後の進め方という

点で、大野（二）委員の方からも、早目の政策発表が必要であるというご意見もありました

し、あるいは浅井委員からは、来年度ルネッサンスプロジェクトをやるにしても、いろいろ

な各プレーヤーの連携をどうするんだというご指摘がございました。 

 具体的にどんな点に注意して何をやればいいかというあたり、この辺についてもうちょっ

とご意見をいただければと思うんですが、確かにこの太陽熱利用拡大検討会も、並行して太

陽光の方もやっておりまして、太陽光の方もこういう検討会をやるんですが、確かに両方進

めていっても、どうしてもマスコミの方なんかの目は太陽光の方に行っちゃうというのがあ

るんです。 

 だから、そこは我々も、例えば最後のまとめは合同会議は太陽光と太陽熱を一緒にやりま
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すので、まとめて出すんですが、普通にやると、本当は太陽熱の方で非常に大事なことが書

いてあっても、どうもマスコミのカバーは太陽光の方ばかり行ってしまうということもあり

得るので、その辺は工夫をしなきゃいけないと思っているんですが、そういうことも含めて、

今後の進め方、特にこの点をこうしてほしいとか、こうすべきではないかとか、もしご提案

やご注文、ご意見があればと思うんです。 

○中島委員 太陽光の方に目が行ってしまうという傾向はあります。それを解消するために

は、先ほど私が報告というか、提供させていただいた研究の成果の１つは、ＤＳＵＲという

新都市の地域の評価値なんです。これは、評価値を0.２５で今日本橋の例をやりましたけれ

ども、これを0.３以上にしますと、熱でやらないとだめになるような計算なんです。つまり、

評価は出てこないわけです。0.３とか0.４のためには、なぜかというと、半々の面積でちょ

うど0.２５なんです。つまり、今ある建物に受熱する面積に対して、ＰＶ半分、熱利用半分

でいきますと、このＤＳＵＲは0.２５なんですが、0.３とか0.４ぐらいにしますと、熱の方

を６割７割、ＰＶの方を１割２割３割ぐらいにしておかないとならないようになっているん

です。 

 ですから、その指定をした方がいいと思う。地域指定をして、ＤＳＵＲを0.３地域にしな

さいとか、あるいは0.２地域にしなさい、0.４地域にしなさいとしますと、トータルの面積

は地域によってそれぞれ違いますから、その地域に対してどういう割合でいったらそれをク

リアするかという結果が出るんです。熱の方にどうしても偏らざるを得なくなるはずなんで

す。 

 それは、ただ熱量の割合なんです。利用率、潜在的に太陽エネルギーの賦存量に対して、

電気の場合も換算してエネルギー量を割合を上げれば上げるほど、熱でとらないととれなく

なるんです。なぜかというと、変換効率が電気は１０％ですから、片方は４０％ですから、

単純に割合が出てくる。そういう網をかければ、これは自然に誘導されてくるということに

なります。 

 以上です。 

○大野（輝）委員 確かにそういう指定ができればいいんですけれども、直ちにここまで一

遍に指定するというのはなかなか壁が高いなと思っていまして、我々が持っている制度、建

築物環境計画書制度というのがございまして、都内で１万平米超の建物をつくる場合には環

境設計をしてもらうというのがあるんですが、これが動き始めてことしでもう４年になるの

かな。今まで約５００棟のビルに出るんですけれども、分析をしてみますと、こういう環境
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設計をやりなさいというのがあって、こういうことをやるとポイントが上がるということな

んですけれども、その中で再生可能エネルギーの利用というのも入っているんですが、光も

熱も含めて、両方５００棟の中で何らかの再生可能エネルギーを入れているところは５％ぐ

らいなんです。だから２５棟ぐらいにすぎないんです。 

 その２５棟がどのくらい使っているかというと、これがまたちょっと寂しくなっちゃうよ

うな話で、ちょっと数字は覚えていませんが、平均で太陽光で言えばたしか２０ｋＷにいか

ないぐらいだったんじゃないですか。まだまだ本当にごくわずかという状況なんです。です

から、まだ一足飛びにこういう地域指定をしてというところまではなかなかいかないと思う

んですけれども、先ほど飯田委員がおっしゃったように、今後の方向性としてそういうもの

をメンションしていくということはあるかなと思います。 

○中島委員 実際に指定をしても、指定そのものの問題もあるかもしれませんけれども、指

定しても、それに誘導されにくいということがあるのかもしれませんが、それに組み合わせ

て、先ほどの４ページにあります公的な環境価値を買い取る仕組みの創設という項目がござ

います。これの中で、買い取りといっても、熱証書として買い取るだけではなくて、太陽エ

ネルギーを建物群、その地域だったら地域の建物に当たっているエネルギー量というのは大

体計算できるわけですから、それについて何割のものを太陽エネルギーで利用するようなシ

ステムをその中に張りつけ、集熱器にしろ何にしろ張りつけたら、その太陽エネルギーの賦

存量を東京都で借り上げる。そこに当たっている面積ではなくて、むしろ利用できるであろ

う太陽エネルギー量を借り上げて、そこに東京都の公的な予算を使って張りつけちゃう。 

 所有権というか、太陽エネルギー利用権を個人から借り上げる。そういう形でイニシアル

コストを全額して、それを回収するわけです。個人で回収するとなかなか手を出せませんか

ら、どのくらい回収するかわかりませんから、東京都がその権利を回収してもらうわけです。

ですから、グリーン熱証書はある公的機関が発行したものを東京都が借り上げてくれれば、

それは１０年ぐらいで権利はペイバックするだろう。それを抱き合わせですれば、その地域

の指定をしたところに関してはそういう優遇ができますよと。 

 地域指定のかわりに、それは再生可能エネルギーを使ってくれるわけですから、その太陽

エネルギーの利用権を東京都なり第三者機関でもいいです。第三者機関が借り上げて、そこ

にイニシアルコストに当たる設備の費用はそこで先行投資するわけです。それを１０年ぐら

いで回収するような熱証書の取引をすればいいということになる。それがうまくいきますと、

それはモデル地域の先ほど低エネルギー開発モデルプロジェクトというのがありますから、
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それを既存の建物だったら既存の建物群にそういうたがをはめてというか、ある程度たがを

はめると同時に、あめも用意して、イニシアルコストは全額第三者機関が払って設置します。 

 年間熱回収するわけですけれども、太陽エネルギーに利用したものを熱量を熱証書にして、

それを最初のうちはイニシアルコストに対応した東京都なり第三者機関が回収して、それが

過ぎますと、今度は個人のものになってくるというような、収入になってくるというような

システムにしますと、それに対するメンテナンスもうまくいくんだろうと思います。そうい

う考えはいかがでしょうかということです。 

○大野（輝）委員 わかりました。そういうことも含めて検討してみたいと思います。 

 先ほど大野（二）委員の方から、真空管方式は業界が撤退をする前にというお話があった

んですが、これはもうちょっとご説明いただくと、どういうふうな状況になっているんでし

ょうか。 

○大野（二）委員 あまり私から、これは経験上と最近のうわさとして、我が国では、今唯

一やっているのは日本電気硝子という会社なんです。そこの営業マンとか関係の人に言わせ

ると、もう撤退したいと考えている。それはどういうことかというと、何となくわかるんで

すが、日本電気硝子というのは、ブラウン管をつくっていた会社なんです。ですから、ブラ

ウン管の真空技術等、製造技術はすごいんです。それは日本一ですし、一時は世界一ぐらい

の輸出をしていた会社なので、今は液晶の方に行っていますから、会社自身がブラウン管製

造技術はそろそろ要らなくなるとか、次の方に行かなきゃいけないんです。 

 そうすると、ついでにと言ってはなんですけれども、そういう技術はありながら、真空管

のそういう集熱器をつくっていたということがあったんです。本体の方が今後会社としてな

くなると、なかなかそういうわけにいかないなということなので、多分違う経済的なメリッ

トのあるやり方をしないと、例えば中国とか何かは、ことし、ＮＥＤＯの調査でヨーロッパ

へ行ってきたときには、ドイツの割と小さなベンチャー企業が、そういう真空管式のものを

売っているんです。真空管自身は、それは中国でつくっているんです。ただ、特許について

はドイツの特許ですから、そういう物をつくって組み立てて輸出するような、そういうこと

なので、生産の仕組みとか、そういうものもうまく考えないと、ただ待ってくださいだけで

はどうも進まなくて、今までは、僕の誤解があればあれですけれども、何となくそんな感じ

がするんです。 

 その会社は、ブラウン管をつくっていましたから、建材としてのガラスブロック、あれも

つくっていたんです。同じような技術なんです。中の空気を抜いたり、そういうことで今ガ
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ラスブロックもやめようかみたいな話が多少聞こえてきたりして、要は、日本の生産体制が、

あるいはテレビの液晶化になっていっていますから、どうもそれだけでやってくださいよと

いうのもちょっと違うかなというか、違う商売になるような、そういうものがなきゃいけな

いし、蛍光灯もそうなんです。東芝とかああいう真空管技術があるわけなので、それと熱が

どういうふうにつながるのかというのはよくわからないんですけれども、そういうことが必

要なのかなと思います。 

○大野（輝）委員 浅井委員、今のでもし何かコメントがあれば。 

○浅井委員 日本電気硝子に関しては、今のお話のとおりだと思います。その前に、もう１

社実は真空管式をつくっているところがありまして、シロキ工業というんですけれども、結

果的には販売量、生産を続ける価値がないというような、そんな判断だったと思います。電

気硝子も、どちらかというと、そういうつくっていってもあまり先が見えないということが

大きな理由だと思います。 

 海外ということで考えると、中国というのは真空管式をたくさんつくっています。ですか

ら、例えば新エネ展かな、今幕張でやっていますけれども、あそこの展示場にたしか１つだ

け真空管式の集熱器を展示していたブースがありました。そこで言っていたのは、ドイツの

技術で中国でつくっている。私が知っているのは、ヨーロッパにもたくさんそんなような、

中国から真空管を買っているかどうかわかりませんけれども、真空管のメーカーはたくさん

あります。 

 ですから、国内でもし市場がどんどんふえていくような状況になれば、多分海外から入っ

てくるということがあると思います。ですから、そこら辺のところは、市場がどういうふう

に活性化していくか、事業として成り立つかということが目に見えるような形になってくる

と、国内もそうですけれども、海外のメーカーとかそういったところがどんどん出てきて、

いい意味での競争ということが始まるというふうに私は期待しています。そういう状況に早

くなってほしいなと思っています。 

○飯田委員 この先注目を集めつつどう進めるかということだと思いますので、大きく３つ

というか、こういう公式な会議は事務局も準備が大変ですし、謝金とかいろいろ手続とか大

変だと思いますので、この形式は、これをまた続けていくというのは、行政の中のオーソラ

イゼーションとか、いろいろ大変だと思いますので、それは置いておいて、１つは、旗を立

てるというか、東京都はこれをするんだと。大きな旗は太陽熱ルネッサンスプロジェクトな

んですが、その中でざっと見ると、太陽エネルギーは１００万ｋＷで、特にその中でも太陽
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熱というのは再生させるんだよと。 

 それが大きな旗だとすると、３つ、まさにエネルギー住宅、できればゼロカーボン住宅を

実現しますと。それから、グリーン熱ということが書いてあるんですが、もう１つソーラー

オブリゲーションというのが最近急速に出てきますから、東京都としては太陽熱の革新的な

政策を導入します。そして、短期的にやるのがまさに性能評価制度、これをつくり上げます

と。 

 大きくこの３つぐらいをやるというコミットメントのもとで、それが旗を立てるというこ

となんですが、２つ目は、この場をぜひ──この形でなくてもいいんですけれども、維持拡

大しつつ、謝金とか、あまり事務局的に大変な労を担っていただく必要は必ずしもないんで

すけれども、場を呼びかける。そういう求心力をぜひ東京都が維持していただいて、その３

つをそれぞれタスクチームにしながら進めていくようなことも含めて、外に見せていくとい

う場をつくって、それからタスクを続けていく。 

 恐らく皆さん手弁当でもどんどん参加してくださると思いますので、あと実際にゼロカー

ボン住宅のプロジェクトで固有名詞が見えて始まれば、これはものすごい注目が始まると思

いますので、そういう大きな目指すべきものというのは外に見える形を出していければ、か

つ、こういう協力してくださる人々の凝縮力というものを東京都が核となって続けていって

くださるというのがいいのかなと思っています。 

○大野（二）委員 目標というのは、２０２５年に２５％削減するというための政策をして

いるわけですから、そのための中間報告なんですが、それを先ほど浅井委員から、どう連携

していくかということが非常に重要で、どうしても文章に書くと項目３つとか、分割して４

つとか、それぞれやりましょうということになっちゃうので、それについて予算をつけまし

ょうみたいになっちゃうんですけれども、それを少し、例えば我々はいろいろな設計をした

りするときに、初めてやるような設計もあるんです。やったことがない、だれもがやったこ

とがない。ただ目標だけやらなきゃならない。そうすると、だれかに聞いて、それが完成し

ないと次に行かないとか、そういうのがあるわけです。 

 そういう流れ図というんでしょうか、コンピュータ的なここが了解できないと次へ行けな

いですねと。例えば東ガスさんがこういうのをつくったけれども、高いから補助金がないと

できませんねと、補助金とかそういうものが一緒に行かないと次に行かないです。そういう

流れ図的なロードマップというんでしょうか、工程表というんでしょうか、そういう書き方

になると、すごくわかりやすくなると思うんです。 
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 では、そのときに必要なのは、全体の流れがうまくいっているかどうかを見る人が必要な

んです。それはこういう会議なのか、あるいは東京都さんの中にそういう建築で言うとプロ

ジェクトマネジメントみたいなものです。どこかがつっかかっているぞと。どこかがつっか

かっていたときに、それは人的問題なのか、お金の問題なのか、何かがあるときには、こっ

ちで本当はとっていたお金なんだけれども、ちょっと待てと。それは来年でいいから、こと

し、これをやる必要があるよという大きな判断をしないと、それぞれの項目に任せであるか

ら頼むよというのでは、全く今までと同じになっちゃうので、５年でやられるんでしょうか、

そういう多少年度でやる話ではないと思いますので、そういうことは割と自由にできるとお

聞きしていますので、そういう柔軟な動きができるような体制とか、そういうものを監視で

きる、ウォッチするような場所が必要なんじゃないかなと思います。 

○大野（輝）委員 今お話の中で、飯田委員からの旗を立てるというお話がございまして、

これは冒頭の資料の説明の中で、事務局の方からご説明しました、この後、東京都としては、

１つは、東京都全体で「１０年後の東京」というのが去年まさに大きな旗を立てまして、そ

れをどう実行するかという実行のためのプログラム、これは我々のセクションではなくて知

事本局という東京都全体のセクションがございまして、その中で、これは環境も防災も福祉

も全部入ったものなんですが、その実行プログラムというものをつくるとなっていますので、

その関係が１つある。 

 環境系プロパーで言いますと、今環境基本計画の改定をやっていまして、これは年度末に

出そうと思っています。あるいはもう一つ言うと、飯田委員からもお話があった気候変動対

策方針を出していまして、これは７月に第１回のステークホルダー会議というのをやりまし

て、今度は１０月２５日に第２回をやりまして、いろいろな議論をしていきます。そういう

いろいろな流れの中で、太陽熱の旗をいつどういうタイミングで立てると一番アピールする

か、我々の中でいろいろと作戦を立てまして、これはまた進めていきたいと思います。 

 もう１つは、それの後、どういう体制でやるかという話なんですが、これは浅井委員から

も、例えばハウスビルダーとの連携をどうするかという話もございましたし、飯田委員から

もお話があったし、大野（二）委員からも、プロダクトマネジャーをどうするかという話が

ありましたので、これはこれで、何かの形をつくっていきたいなと思っております。 

 前にもお話をしたかなと思うんですが、一番似た形と申しますと、我々がかつて経験した

のでは、ディーゼル対策をやるときに、一方でディーゼル車の走行規制というのをやりなが

ら、もう一方で低公害車の普及というのをやろうということで、これは新市場創造戦略会議
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だったかな、長ったらしい名前の会議だったんですけれども、それをつくりまして、そのと

きはＣＮＧ車とＬＰＧ車の普及をしようということで、たしか東ガスさんにもＣＮＧ車の関

係で入っていただいたものですが、自動車メーカーの何社かと、東ガスさんと、あとはユー

ザーです。トラック協会、ヤマト運輸とか、佐川さんに入っていただいて、そういう会議を

やったことがございます。 

 その中でお互いに、各プレーヤーが何万台ぐらい普及するかという目標を出し合って、マ

ッチングを進めていったということがありまして、これは評価はいろいろあるんですが、佐

川さんなんかは、その後佐川さんのステークホルダー会議なんかに私が出たら、今佐川さん

はＣＮＧを非常に熱心にやられているんですが、これはまさに市場戦略会議があって始まっ

たことだとおっしゃっていました。 

 ですから、何かそんなふうなものを太陽熱の会議についても、ここはすべての割と限られ

たメンバーの方に入っていただいていますが、太陽熱についてもここで中間のまとめを出し

て、広く意見をいただきますので、最終のまとめをつくった後に、もっと幅広く参加いただ

く、そういう場をつくるということもあるかなと思っています。その辺はご相談しながら、

せっかくここで始めた動きがもっともっと大きく広がっていくような仕掛けをまた考えたい

と思っております。 

 その関連で、何かほかにご意見とかございますか。あるいはご提案とか。 

○永田委員 今お話があったような、いろいろ本当に多面的なところから太陽熱の普及とい

うものをどういうふうにやっていくかというのを話し合える場というのは非常に重要だと思

います。オブリゲーションとかそういう話もあると思いますけれども、一方で、規制緩和み

たいなもの、先ほど紹介した展示会で展示したときも、いいものだよねと。それで、後を回

ったけれども、それにタンクが必要になると、それを置いておくスペースが要る。その後、

そこのところの容積率緩和とか、そういうものがないとなかなか普及は難しいかもしれない

よねという意見もありまして、ぜひとも多分そういうものを普及させていくためにはいろい

ろな手法があると思いますので、そういう容積率緩和とか、あと経済的な、確かにコストは

どうなのというのはよく聞かれました。 

 そのコスト面に関しましても、最初の方策の４のところには、サプライチェーンとか、国

や自治体の助成優遇制度とか、グリーン熱証書とか、いろいろなオプションがあるでしょう

と。こういうものはさまざまな角度から、どれがコスト効率的に非常によいのかというもの

を見きわめながらやっていくのが重要なんじゃないかなと感じました。 
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○大野（輝）委員 タンクについては、東ガスさんの前で言うのもなんですが、エコキュー

トを設置する場合の容積や何かが緩和の対象になっていると思いますので、当然太陽熱の方

で何かそういう貯蔵タンクみたいな話になれば、それは同じような措置を考えていく必要が

あるだろうなと思います。 

 あとそれ以外にも、きょうは確かにその点はあまり記述がございませんけれども、これは

見ていただいて、例えば税制上とか何か、あるいは建築基準上とか、もしこういう点が検討

が必要とかがあれば、それはご意見をいただければ、どんなふうに確認するかはあれですけ

れども、メンションしていくということはあるかなと思います。 

 そのほかに何かございますでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、ちょっと早いですけれども、大分議論を重ねてまいりましたので、きょういた

だいた意見を、あと事務局の方から日程等を出してもらいますけれども、きょうは気がつか

なかったけれども、見てみると、もう少しあるというご意見もおありでしょうから、それは

いただきまして、最終的に事務局の方で取りまとめて、修正したものをお送りして、検討会

の中間のまとめ等にさせていただきたいと思います。それについてはホームページでアップ

をして、ここには参加していないメーカーの方とか、都民の方から意見をいただいて、来年

の最終まとめに反映してまいりたいと思っております。 

 それでは、あとは事務局から。 

○小原副参事 今の部分でございますが、きょう出し切れなかったところなどの意見につき

ましては、１９日までに事務局の方にお届けいただければと思います。それらを整理した形

で、今月末にはホームページの方にこの中間のまとめをアップしたいと思っております。 

 この太陽熱利用拡大検討会でございますが、本日の中間まとめを作成したことで、太陽熱

利用拡大検討会としての議論は一応の区切りがついたという方向で進めさせていただきたい

と思います。検討会の開催は本日が最後になるのでございますが、次回は、今月末にホーム

ページの方にアップします中間のまとめに対する都民意見を集めたところで、２月ごろをめ

どに、第２回の太陽エネルギー利用拡大会議を開催したいと考えております。 

 太陽エネルギー利用拡大会議につきましては、太陽熱、太陽光の各検討会において取りま

とめられた内容をベースに、東京発の太陽エネルギー利用拡大ムーブメントを巻き起こすた

め、それぞれの太陽熱、太陽光市場の連携について検討していきたいと考えております。事

務局よりメールでその後の日程調整の連絡をさせていただきたいと思っておりますので、日

程が固まり次第お知らせさせていただきたいと思っております。ご出席のほどをよろしくお
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願いいたします。 

 それでは、これをもちまして、第４回太陽熱利用拡大検討会を閉会いたします。どうもあ

りがとうございました。 

午後３時２９分閉会 


