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午前１０時００分開会 

○小原副参事 おはようございます。定刻になりましたので、ただいまから第４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、ご出席いただき、まことにありがとうございます。環境局環

境政策部副参事の小原でございます。 

 議事に入る前に事務局から連絡事項を申し上げます。 

 本日の出席でございますが、国連環境計画の末吉委員におかれましては、急用のため欠席

させていただいております。また、代理でご出席いただいている委員の方々についてご案内

申し上げます。京セラ株式会社の穂岐山委員におかれましては、本日、佐倉ソーラーセンタ

ー責任者の本多様に委員代理でご出席いただいております。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、小島様に委員代理でご出席いただいております。東京都都市整備

局の瀬良委員におかれましては、佐藤副参事に委員代理でご出席をいただいております。ま

た、飯田委員につきましては、本日おいでになる連絡をいただいておりますので、途中でお

いでになられることと存じております。 

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

○大野委員 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、第２回で委員の皆さんからご提案をいただきまして、前回、

７月の第３回でそれを取りまとめたものを議論いただきました。ちょっと間があいているわ

けですけども、９月には東京都議会第３回定例会が開かれまして、その中では、また後でご

紹介いたしますけども、かなり多くの会派の議員から、都においても太陽光発電の利用拡大

を進めるべきであるというふうな前向きなご質疑をいただいたところでございます。それら

も含めまして、本日、第４回では、これらの議論をまとめまして、太陽光発電をどのように

利用拡大していくかについて、中間のまとめの案として取りまとめました。きょうはこの案

につきまして、各行政や太陽光発電のメーカー、あるいはエネルギー供給業者の皆さん等々

がどのような役割を果たしていくかということと、今年度から来年度への進め方につきまし

て特にご議論いただければと思います。 

まず最初に、事務局から資料をご説明申し上げます。 

○小原副参事 では、資料についてご説明申し上げます。席上に配付いたしました資料は１

種類、タイトルが「『太陽光発電の大幅な利用拡大に向けた取組について』中間のまとめ

【案】」というもののみでございます。こちらの資料に従いまして説明をさせていただきま
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す。 

 １枚おめくりいただきますと、左側が１ページと振ってありまして、全部で６ページまで

ございます。このうち１ページ目と２ページ目、見開きのところが「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」ということで、ここから先の政策の基礎になります課

題と方向性について述べたところでございます。 

 ３ページ、４ページ目、その方向性に従ってどのようにやっていくかというところを、

「１００万ｋＷの対応エネルギーの導入を目指した東京発の太陽光発電利用拡大スキーム」

というタイトルで整理させていただいております。 

 おめくりいただいた５ページ目は、３ページ、４ページ目で整理してある事項を図に落と

したものでございます。 

 そして６ページ目が、本日、議論の中心になるかと思うんですが、「今後の取り組み方・

スケジュール」でございます。 

 では、１ページ目から順にご説明させていただきます。１ページ目から２ページ目にかけ

まして、課題を３点、掲げさせていただいております。課題１が、太陽光発電につきまして、

負担の重い設置コストと経済的インセンティブの欠如というところが指摘されました。■を

３つほど掲げさせていただいておりますが、１つとして、太陽光発電の普及の障害となって

いる初期コストの大きさ、このコストの大きさのゆえに、投資回収が困難な現状の初期設置

コスト、原材料価格の高騰により、短期的には太陽電池モジュール価格の低減が困難である

ような状況、あるいは、太陽光発電の設置費用に占める設置工事費の価格が高いといったよ

うなことが各委員からご指摘いただいたところでございます。 

 第２点としまして、太陽光発電の普及における国からの経済的支援の欠如も指摘されまし

た。 

 また、現在、東京電力さんの方で東京地域については支えていただいております余剰電力

購入メニューの限界と不安定性につきましても指摘があり、今後の見通しなどについても不

明であるということを基礎的なところとして理解を共有しております。 

 これに対する方策といたしまして、四角で囲んだところでございますが、設置コストの低

減と経済的メリットの創出が必要であろうというところが指摘されております。関連企業の

連携によりますトータルな設置コストの低減というところで、１つの主体がコスト低減を担

うということではなくて、関連するさまざまな企業がコストの低減に向けて役割を分け合う

という方向性でございます。２点目で、太陽光発電設置者が経済的メリットを得ることがで
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きる仕組みを構築していく必要がある。３点目として、太陽光発電を社会全体で支援する仕

組みも指摘されたところでございます。 

 右のページに移ります。課題２でございます。太陽光発電に関する情報の不足も課題とし

て掲げられました。消費者から見たときに、太陽光発電に関する情報不足から生じる疑問で

あるとか不安といったものがやはり残っていること。２点目としましては、今度は建築家で

すとか工務店から見たときに、太陽光発電に関する理解不足によって導入促進がおくれてい

る状況があるところが指摘されております。 

これらに対する方策といたしまして、太陽光発電に関する理解の促進を進めていく必要が

あるというのが、方策２の四角でございます。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つくっていく必要がある。また、

建築家や工務店向けの太陽光発電の普及啓発ということで、セミナーを開催するであるとか、

住宅の建築、改築等の受注時に、太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーの導入オプ

ションの提示を促すことも必要であるということが、方策として掲げられております。 

課題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ことで、製品価値

の向上の必要性が指摘されました。太陽光発電の変換効率、耐久性、長寿命化等、製品の技

術レベルの向上の必要性、さらには建築物に搭載されるということから、建物としてのデザ

イン性の向上の必要性も指摘されているところでございます。また、集中連系等による系統

上の問題も指摘されたところでございました。 

それらに対する方策３といたしまして、技術革新のさらなる推進が望まれるところがあり

ます。製品開発の促進、あるい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必要

などがこちらの方策に入っております。 

３ページ目に移らせていただきます。これらの課題と方策の方向性を踏まえました太陽光

発電の利用拡大スキームでございますが、基本的考え方として、３ページ目の上段に５点、

掲げさせていただいております。 

まず第１といたしまして、今後３～４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、早急に新たな太陽光発電利用拡大スキームを創設するということを掲

げさせていただきました。この検討会の発足のもととなりましたのが、１００万キロワット

の太陽エネルギーの利用拡大という目標に向けてどのようにやっていくかということでござ

いまして、目標を達成するために、この３～４年の間で早急にスキームの創設をやるという

のが１点目でございます。 
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２点目でございますが、太陽光発電メーカー、ホームビルダー、金融機関、エネルギー事

業者など、太陽光発電関連企業であるとか、行政、ＮＧＯが一体となって、トータルで太陽

光発電の設置に係る費用負担の低減を図っていくということを基本的な考え方に置いて、ス

キームを構築していくということがございます。 

３点目でございますが、低ＣＯ２型社会の公共インフラと太陽光発電を位置づけまして、

その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の創設を、

基本的な考え方として位置づけさせていただいております。 

４点目でございます。太陽光発電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ことを掲げさせていただ

きました。 

５点目でございます。集合住宅や面的開発事業で太陽光発電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を目指すということで、具体的なプロジェクトの実施も目指して

いくことを基本的考え方として置いております。 

まず１つの方向性としてのスキームでございますが、太陽光発電利用拡大連携プロジェク

トを実施していくことをスキームとして掲げさせていただいております。太陽光発電メーカ

ー、ホームビルダー、金融機関、エネルギー事業者等、太陽光発電関連企業、行政、ＮＧＯ

が一体となり、それぞれの役割に応じた取り組みを具体的に実施していこうと。トータルで

太陽光発電の設置に係る費用負担の低減を具体的に実現していくということで、設置者が１

０年程度で投資回収可能な状況をつくっていこうというプロジェクトでございます。 

そのプロジェクトにおけるそれぞれの役割を整理いたしましたのが、点線の囲いでござい

ます。まず、行政、公的機関の役割といたしまして、太陽光発電利用拡大連携プロジェクト

に先導的に取り組みまして、プロジェクトを進めていくこと。 

その連携プロジェクトを通しまして、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、都民、企業、他の自治体等に対しても動きを拡大していく。 

３つ目といたしまして、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の創設を図り、太陽光発電設置者に対す

る経済的メリットを創出することが役割として位置づけられております。 

４点目でございますが、太陽光発電システムの設置・施工上の安全性、効率性の確保に向

けた仕組みの構築、こちらも公的機関の役割として掲げました。 
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エネルギー事業者の役割として整理しておりますのが２点ございます。１つといたしまし

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

ネルギー機器の設備の設置を促す。現に、エネルギー事業者さんが家庭に密接な関連を持っ

ているところに立脚したものでございます。 

２点目として、安定的な太陽光発電からの電力の受け入れが可能な系統の整備というもの

が期待される役割として位置づけられております。 

右のページ、４ページ目に移らせていただきます。太陽光発電メーカーの役割として４点

整理させていただきました。１つ目が、パネルの発電効率を高めていくとともに、原材料の

利用を削減した低価格な製品の開発を進めていくこと。 

２点目としまして、サプライチェーン全体を通してのシステム価格の低減を図るというこ

とでございます。 

３点目としまして、品質の高い製品の供給とともに、施工業者との連携により、工事・施

工上の効率性・信頼性の確保を図っていくこと。 

４点目が、壁面設置型、太陽熱とのハイブリッドシステムなど、付加価値が高く、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することを期待しているということでご

ざいます。 

次に、ホームビルダー（建築家、ハウスメーカー、工務店等）及び施工業者の役割でござ

います。太陽光発電標準装備住宅の普及による設置工事の効率化を進め、住宅価格と合わせ

たコスト低減を進めていく。これは新築において大きな役割を果たすということでございま

す。 

２つ目が、太陽光発電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

れた製品を積極的に設計に取り込んでいくということで、建築家に対して大きな役割として

位置づけさせていただいております。 

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提示すること。 

４点目として、工事・施工価格の低減を図るとともに、施工技術の向上に努めること。以

上でございます。 

次に金融機関でございます。太陽光発電設置住宅や太陽光発電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、太陽光発電の設置を後押しする金融商品の創設を図る

ことを期待しております。 
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ＮＧＯに対する期待でございます。３点ございます。セミナーやシンポジウムを企業や行

政との連携によって実施し、太陽光発電の利用における環境的価値、経済的メリットの普及

について役割を担っていただくこと。 

２点目が、太陽光発電を環境教育ツールとして活用していくこと。 

３つ目として、太陽光発電に関する総合的な情報ソースの提供であるとか相談窓口の設置

について協力をいただくことでございます。 

これらが太陽光発電利用拡大連携プロジェクトとして、１０年程度で設置者が投資回収可

能な状況をつくるためのそれぞれの役割として整理されたものでございます。 

４ページの下の方にございます低エネルギー住宅の普及促進も、いま一つ大事なポイント

でございまして、太陽エネルギーの設置とあわせた住宅の低エネルギー化の促進が１つ。も

う１つが、低エネルギー開発モデルプロジェクトの実施がございます。 

初めの方の太陽エネルギーの設置とあわせた住宅低エネルギー化でございますけれども、

ホームビルダーとの連携によりまして、太陽光発電の普及とともに、あわせまして住宅の低

エネルギー化、省エネルギー化及び耐震性能の向上を図っていくということを具体的に進め

る必要がございます。 

もう１つ、低エネルギー開発モデルプロジェクトの方でございますが、先駆的な企業と連

携いたしまして、集合住宅であるとか、面的な開発事業におきまして、太陽光発電を利用し

たデザイン性にもすぐれた低エネルギー開発を実施していく。それをモデルケースとしまし

て、今後の太陽光発電、低エネルギー住宅の普及に活用していくという先導的な役割を担う

プロジェクトの実施が掲げられたところでございます。 

５ページ目に移らせていただきます。こちらは、今申し上げたそれぞれの事項を図に落と

したものでございます。 

６ページ目に進ませていただきます。これらのことを踏まえました今後の取り組み方・ス

ケジュールについてまとめさせていただきました。今後の取り組みに当たっての基本認識で

ございますが、東京都といたしまして、２０２０年までに２０００年比で東京の温暖化ガス

を２５％削減するという目標を掲げているところでございますが、この目標の達成に向け、

太陽エネルギー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て、積極的な利

用拡大を進めていくということを基本認識として置いております。 

点線の囲み記事でございますが、一番下のところに括弧書きで「平成１９年第３回都議会

定例会の自民党による代表質問の環境局長答弁より」と書かせていただきましたが、先月開
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催されました都議会で、自民党からの代表質問において、太陽光発電の普及を進めていくべ

きであるという質問に対し、国が太陽光発電補助を打ち切った以降、普及が減速しているに

もかかわらず、国が何ら抜本的な対策に着手しない中で、今後、都は検討会――検討会とい

うのはこの検討会でございます――の結果も踏まえ、太陽エネルギーの導入を促進する具体

的な方策を早急に取りまとめていくと答弁いたしました。これは東京都として、具体的な方

策を早急に取りまとめていきますということで、明快な答えをしたところでございます。 

ここを踏まえて、下の四角、平成１９年度、２０年度のスケジュールを整理させていただ

いております。まず１９年度でございますが、１０月、第４回太陽光発電利用拡大検討会、

本日、これでございます。中間のまとめで示した方向性につきまして、この後、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ります。そして、２月には第２回太陽エネル

ギー利用拡大会議ということで、こちらは太陽光と太陽熱とあわせた会議を開催し、そこで

両方をあわせた最終のまとめをしていく予定でございます。 

何月という時間軸を置かなかったのですが、「『１０年後の東京』実現に向けた実行プロ

グラム」の策定というものが１つございます。こちらは、都庁全庁的にさまざまな「１０年

後の東京」実現に向けた政策の取りまとめを行っている最中でございまして、当然のことな

がら、「１０年後の東京」に掲げられた１００万キロワットの太陽エネルギー利用という目

標を達成するための検討会でございますので、この検討会の結果を踏まえた政策というのは、

「『１０年後の東京』実現に向けた実行プログラム」の策定の中に反映させていく方向で調

整中でございます。 

もう１点、「東京都環境基本計画」の改定は、東京都環境審議会で現在審議が行われてい

る最中でございます。その中で、当然のことながら基本計画の方にも本検討会の結果、出し

ていくプロジェクトについては、政策的な位置づけを踏まえて書き込まれていくことになる

かと想定しております。 

以上が平成１９年度の年度内のスケジュールということでございます。 

平成２０年度につきましては、太陽光発電利用拡大連携プロジェクトを具体的に開始して

いこうということをスケジュールに置かせていただいております。太陽光発電が生み出すグ

リーン価値の公的な買い取り制度をできるだけ早急に開始することを目指しまして、関連す

る方々それぞれの役割に応じ、必要な準備を２０年度には進めていくということでございま

す。 

４点ほど具体的なところを掲げさせていただいたのですけれども、１つといたしまして、
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設置に係る初期コストを１０年程度で回収できる仕組みを具体的につくっていく作業がござ

います。２点目といたしまして、グリーンの価値の計測、買い取り方法に関する課題を整理

いたします。３つ目といたしまして、工事・施工における信頼性を確保する体制整備を進め

てまいります。４つ目としまして、太陽光発電利用のムーブメントづくり。この買い取りの

仕組みを早急に開始するに当たって、開始してすぐに市場の反応を確実にさせていくために

も、準備段階からムーブメントづくりを進めていく必要があるということでございます。こ

れを平成２０年度に早速進めていくということでございます。 

またもう１点、建築物環境計画書制度の強化による再生可能エネルギーの導入検討義務づ

けというのを、東京都の方であわせて時期を同じくして進めてまいります。環境確保条例の

改正の中にこの要素を入れ込む検討が進んでいるところでございますが、大規模な建築物の

新築、増築を行う際には、太陽光発電を含む再生可能エネルギーの導入について、都が別に

定めます検討プロセスに従いまして検討を行うことを義務づけすることを目指しております。 

平成１９年度、平成２０年度にこういった取り組みを具体的に進めまして、冒頭、６ペー

ジの上の点線の四角にあります具体的な方策を早急に取りまとめていくことを具体化してま

いるというのが、この資料の最後の部分でございます。 

資料についての説明を終わります。 

○大野委員 資料の説明が終わりましたので、これから議論を進めてまいりたいと思うので

すが、きょうは傍聴の方も多くて、室内の気温が上昇傾向にあるみたいなので、大分暑くな

っておりますので、上着を外していただいて議論を進めたいと思います。 

 それでは、本日の資料のうち、最初のパートの課題と方策は、前回７月にやったものとそ

んなに大きく変わっておりません。そこで出た幾つかの意見を踏まえて、若干微修正をした

というところであります。２つ目のパートの利用拡大スキームのところが、プレイヤーごと

に整理をし直して、具体的にどんなふうにしていくかということでありますので、この部分

と最後のスケジュールについてのご意見を中心にいただくのかなと思っております。 

 順次、プレイヤーごとについてのご意見を伺ってまいりたいと思うんですけれども、その

前に全体で何かご質問があればお伺いしますが、いかがでしょうか。 

○本多委員代理 全体の中で、フレームのことでお聞きしたいんですが、３ページのところ

に太陽光発電利用拡大連携プロジェクトの実施というのが黄色の網かけであって、４ページ

のところに低エネルギー住宅の普及促進というのが色が同じなので、横並びだと思うんです

けれども、最終の６ページのところでは、１９年度と２０年度の粗々のスケジュールが出て
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いるんですが、この中で住宅に関するものというのは、下の建築物、これに相当するのでし

ょうか。前の２つが横並びに並んでいるとすると、前の２つの項目というのはスケジュール

的にはどこに当てはまっているのでしょうか。 

○大野委員 これは必ずしも低エネルギー住宅の普及促進が６ページの下のポツというわけ

ではないですね。６ページの下のポツのところは、東京都で環境確保条例という条例を持っ

ているんですけれども、その中で既に建築物環境計画書制度を平成１４年からスタートして

おります。環境確保条例の全体の改正を来年度予定しておりますので、その中でこういう項

目を入れていこうということで、ここは直接この検討会で議論した話とはちょっと違うんで

すけれども、自然エネルギーの導入を定めた方策なので、参考的に記載してあるというとこ

ろでございます。 

 一方、４ページの低エネルギー住宅の普及促進は、具体にスケジュールには落ちておりま

せんので、６ページにはまだ記載が入っていないというところでございます。 

 ほかに何かございますでしょうか。よろしいですか。それでは、また何か全体像について

ご意見があれば後で伺うとしまして、３ページの各プレイヤーの役割のあたりのところを順

次ご議論をいただければと思っております。 

まず最初のところ、行政・公的機関となっておりますので、私からさっきの小原の報告を

補足する形でつけ加えますと、現在、東京都内でどれくらい太陽光発電が住宅についている

か調べますと、4,０００戸ぐらいというデータが上がってきております。私どもが「１０年

後の東京」で掲げましたのは、１００万キロワットの太陽エネルギーの拡大ということでご

ざいます。これは太陽光発電だけでということではございませんで、この会議が２月、一番

最初に立ち上がったときに、ご記憶のように、太陽光と太陽熱と両方の検討会が同時に動い

ております。太陽熱の方も現在進めておりまして、半々ぐらい受け持っていこうということ

になると思います。 

太陽熱の動きをご紹介しますと、これについても、かつて普及していたものが、普及がと

まっているような状態にあるわけでございます。太陽熱の利用拡大検討会の中では、東京ガ

スさんに入っていただいているんですが、東京ガスさんが太陽熱メーカーと一緒に太陽熱の

機器の利用を始めるというような方針を明確に出されたり、性能の認証基準がまだ明確でな

かったんですが、これをつくっていくという動きが具体化しているとか、かなり動きが進ん

できております。したがいまして、我々としては太陽熱の市場の再生ということも来年度大

きな柱として位置づけて、太陽光とあわせて太陽エネルギーの利用拡大を実現していくとい
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うふうにしていきたいと思っております。 

一方、太陽光ですが、１００万キロワットの半分ぐらいを受け持つというふうになります

と、現在の毎年の都内での普及のテンポが年間4,０００戸ぐらいですから、数倍程度に引き

上げていかないとなかなか追いつかないということになろうかと思っています。それに向け

て各プレイヤーが必要な役割を果たしていくという話なんですが、東京都といたしましては、

１つは率先行動でございますので、東京都自身の庁舎の中につけていくという意味では、こ

とし７月に「省エネ東京仕様２００７」というのをつくりまして、東京都でつくる施設につ

いては省エネ仕様をやっていく基準をつくりました。これの補助的なものとして、再生可能

エネルギーについても普及を進めていく指針を来年度つくっていこうということでございま

して、これについては進めていこうと思っています。 

それから、他の自治体に広げるということにつきましては、電気のグリーン購入の動きを

進めておりますので、今、８都県市と共同の検討会をつくって、８都県市でも電気のグリー

ン購入を拡大する動きをやっておりますし、全国の自治体とも一緒に、電気のグリーン購入

を全国に広める動きをやっていますので、こういう中で機運を広げていこうと思っています。 

問題のグリーン購入の買い取りの制度なんですけれども、ここが一番ハードルが高い制度

でございます。ここのところについては東京都だけでできるものではありませんので、いろ

いろとご議論いただきながら、先ほどスケジュールで申し上げました、年度内に環境基本計

画を改定いたしますので、そこの段階までに具体的にどのようにしていくかについて示して

いくようにしたいと考えているところでございます。 

行政・公的機関の役割ということで、隗より始めよということで、私からご意見を申し上

げましたが、ここのところの役割について、何かご意見、ご質問があれば伺いたいと思いま

すが、いかがでしょうか。 

○景山委員 今、大野部長からお話がありましたグリーン価値の買い取りのところでござい

ますけど、これは前回お示しされた環境価値を何らかの形で東京都さんが、あるいはどなた

かが買い取るというような仕組みかと思います。今、電力会社でやっております余剰購入の

メニューで、我々、環境価値も含めて２０数円という非常に高い値段で買っておりますので、

それとの整合性をどうするかということをもう少し整理させていただいて、それでグリーン

価値をどうするのか。ＲＰＳの価値を例えば東京都さんが持たれても、それをどこかに売る

というのであれば別ですけれども、価値としてそれほど有用ではないと思いますので、本当

にそれをどうしたらいいのか、ここをもう少しよく相談させていただきたいと思いますので、
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引き続きやらせていただければと思います。 

○大野委員 その点については、前回お示しした案の中では、東電さんの方で余剰電力購入

分で、グリーンの価値も含めてＲＰＳ価値として買われているという話ですよね。それを今

は余剰電力購入メニューに頼るしかないサポートの仕組みを社会全体で詰めるということで、

グリーンの価値については余剰電力購入分も自己消費分も含めて公的に買い取るという支援

の仕組みにしようという案が出ていたんです。それが最終的には、電力会社さんだけに頼ら

ない仕組みという意味でそういう形だと思うんですが、いきなりそこにいけるかどうかとい

うこともありますので、それについて、今後の具体化の中でご相談をしていきたいと思いま

す。 

 それ以外にいかがでしょうか。 

○飯田委員 基本的には行政・公的機関の役割が非常に重要であるということで、先ほど都

議会の話もありましたが、日本が２００４年単年度でドイツに抜かれ、今や累積では半分、

単年度では４分の１の市場になってしまった。これは明らかに政策の失敗なので……。 

 先ほどの余剰電力購入メニューというのは、今、電力会社さんが１人で支えていますが、

本来、これは公共政策で支えるべき領域であるので、そういう意味では、国は今まで基本的

に全く無策だったと言っていいと思うんです。それを今回、東京都で政策として支える仕組

みをつくるというコミットメントをしていただいたのは、日本における再生可能エネルギー

政策という観点から見ても非常に画期的なことで、先ほど景山さんがおっしゃったＲＰＳと

の整合性とか、温対法におけるＣＯ２の扱いの整合性、そこら辺はどちらかというと小さい

ことというか、調整できることなんですけども、再生可能エネルギーに対して公共政策によ

ってきちんとふやしていくんだという認識が出た初めての文書ではないかと思うんです。Ｒ

ＰＳは、そういう意図ではなく偶然にできたものなので、あれは太陽光のことを全く考えず

につくってしまった、はっきり言って失敗作なので、そういう意味では、ここに書かれてい

ることをこれから具体化することは、単に東京都のみならず、日本のエネルギー政策におい

て非常に意味があることだということを改めて確認しておきたいと思います。 

 そういう意味で言うと、先行例であるドイツ、あるいは、今、その仕組みをスペイン、中

国、韓国といったところも取り入れようとしている、いわゆるフィードイン・タリフ、固定

価格制、そこを先行例としながら、７月にも議論された仕組みや、それをさらにもう少し安

定的な仕組みというようなご提案だったかと思いますので、日本モデルというか、東京モデ

ルとして、今後、これを確実にしていくようになればと思います。まずは、これを支持した
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いということの意見表明ということで。 

○大野委員 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。 

 それでは、後で戻っていただくようにしまして、順番というのもおかしいかもしれません

けれども、エネルギー事業者さんの役割ということでございます。ここでは２点書かせてい

ただきましたが、まずこれについて、景山委員、どうでしょうか。こういう役割についての

ご意見は。 

○景山委員 まず１点目でございますけれども、省エネルギーにつきましては、従来からご

家庭でどのように省エネルギーができるかというお勧めをしていますし、我々のお勧めして

いる商品もございますので、ここについては問題ないところですが、再生可能エネルギーで

太陽光ということになりますと、屋根に設置して、家屋に負荷をかけるということになりま

すので、ご紹介はできるかと思いますが、設置を促すということまではちょっとつらいかな

という気がいたします。そのご家庭のご判断で、設置をしたいというご家庭に、こんなこと

がありますよというようないろいろなアドバイス、ご紹介はできると思いますが、つけた方

がいいですよみたいな話はややつらいかなという気がいたします。 

 ２点目でございますが、今までも議論になったところでございまして、前の２ページ目の

方策の一番下のところで、マイクログリッドというのはちょっと別の仕組みですので、ご家

庭、あるいは団地が大量に太陽光を導入しようとしたときに、系統側でどのように対策を打

つかというのに対して、マイクログリッドとは対策として違う方向性だと思いますので、こ

れがどうかというのは疑問に思います。 

いずれにしても、大量の太陽光が系統に設置した場合には何らかの対策が必要になりまし

て、それについては、今はお客様から費用をいただくという仕組みになっています。費用に

つきましては、前回申し上げたかもしれませんが、非常に軽いコストの場合と、非常に大き

な億ぐらいのコストになる場合と、系統の状況によって全く違う状況になります。ですから、

そのコストをどのように負担していくのかということについては、これからよく検討してい

かなければいけないなと。一律に系統に整備してしまいますと莫大なお金がかかりますので、

それはあまり効率的ではないと思いますので、個々の集中設置に対してどのように対応して

いくかについては、我々も考えなければいけませんし、ご相談をしていきたいというところ

だと思います。 

○大野委員 ありがとうございます。前段の家庭でつける場合の勧めることまでできないと

いうお話なんですが、検討会の中でも、２ページの方策２のところで、建築家や工務店向け
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の太陽光発電の普及啓発の実施というのがあって、これは飯田委員からソフトタッチ規制と

いう言い方で言われましたけれども、建築や改修をしようとするときに、必ずしも工務店と

かから、太陽光発電というのは全部のメーカーがオプションとして示していただけないとい

うのがあります。そことのダイレクトではないんですけれども、先ほどご紹介しました建築

物の環境計画書の中で、大規模な改築の際には再生可能エネルギーの検討を義務づける、そ

れの答えでもありまして、大規模な場合には必ず再生可能エネルギーについて検討してもら

うということもあります。ここでは住宅についてですので、東電さんだけがやるというわけ

ではないと思うんですが、家をつくろうとしたり改修しようとする場合に、持ち主の方に太

陽光発電もありますよというメッセージがつながるというルートを、この中で相談してつく

っていければと思っております。 

 ２点目の系統の話ですが、どの程度というのはなかなか言いづらいと思うんですけれども、

現在は先ほど言いましたように、年間都内で4,０００戸程度ですから、全く問題ないと思う

んですが、これがどのくらいになると問題が発生しますみたいな目安というのはあるんでし

ょうか。 

○景山委員 目安は、系統の状況によりまして全く違いますので、一概には言えませんが、

一例としまして、１つの住宅で数百戸一度に系統に連結しようとした場合に障害が生じるお

それがある。あまり詳しく説明するのもあれですが、太陽光を設置しまして、例えば電線で

作業しようとするときに、作業のために電線から電気を開放するという処置をしてから作業

します。ところが、そこに太陽光がついていますと、太陽光からどんどん電気が流れてしま

って、作業している人が感電してしまうという状況になります。太陽光一つ一つにはそれを

防止するための装置がついております。系統が開放されれば、開放されたなというのを太陽

光自身が認識して、太陽光自身が系統から切り離すという装置がありますが、それがたくさ

んついてしまうと、その装置が働かなくなるという状況が生じています。これについては、

今、ＮＥＤＯで検討をやっておりまして、どのぐらいついても大丈夫かというのをやってお

りますので、その結果によってもう少し定量的なことがわかるかと思いますが、基本的には、

ある系統では数百戸ぐらいで障害が生じるおそれがある。１つの電線にそのぐらいのものが

ついた場合に、障害が生じるおそれがある、そういう例があったということです。 

○大野委員 そうすると、実際、このプロジェクトが動き出してかなりふえてきた場合にも、

大規模な分譲住宅開発とか、そういう場合に特に注意が必要だというイメージで考えたらよ

ろしいですかね。 
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○景山委員 そうですね。 

○大野委員 ほかに何か、エネルギー事業者さんの役割についてご意見あれば、いかがでし

ょうか。 

○飯田委員 電力会社さんの余剰電力購入メニューによって太陽光市場が支えられていると

いうのは、非常に多大なる貢献だと思うのです。そういう意味で、これまでつけられたのは

東京都内で言うと4,０００戸、日本全体だと４０万戸ぐらいになっているかと思いますが、

こういった方々はできれば引き続き支えていただく。できれば、もう既に設置された方につ

いては、電力会社さんに今後もきちんと面倒を見るというコミットメントをしていただくと、

多分設置された方は安心されるんじゃないかと思います。これから新しい公的なお金を入れ

ていくというのは新規の設置をつくっていく仕組みだと思うので、既存分は電力会社さんが

まさに頑張ってつけてこられた。それはもちろん、ユーザーの方も皆さん、身銭を切ってつ

けられているんですけれども。新規のものについては、電力会社さんの肩の荷を少しおろし

て、みんなで支えていこうと。そこの切り分けを少ししておいた方がいいかなというのが１

つです。 

 特にこれからの部分で、エネルギー事業者さんに何をしていただくかというのが幾つかあ

るかと思うんですけども、１つは、正確にやるとすればかなり細かいんですが、もしグリー

ン価値をＲＰＳとかいろんな形で一たん東京都が買い上げた後に取引とかということになる

と、計量法とかそういう関係もあるので、メータリングとかをサービスしていただく。そう

すると、電力会社さんのものと一括でできるので、今、実はグリーン電力で計量法対応でか

なり高コストになるので、それがきちんと第三者の電力会社さんが一緒に検針していただく

とかなり低コストになる。細かい点ですけど。 

 より重要なところは、今、非常に高いＲＰＳ法価値を買っておられるわけですが、それは

より安いＲＰＳ法価値をどこか調達していただいた方が……。これは多分、別の議論になる

と思いますが、電気だけの部分、これは引き続き東電さんが引き取られることになると思い

ますので、これを幾らで買っていただくかというところが全体の採算にかかわると思います。

マイナス要素は今の系統の話で、インバランス費用を東電さんが見ておられるというのは、

正味のいわゆる油の炊き減らしと言われる価格から引き算しなければいけないとは思います。 

ただ、プラス価値としては、我々は以前、東電さんと共同研究して、ことしの夏も柏崎の

関係でかなり冷や冷やでしたけれども、太陽光はピークカット効果が確実にあるということ

も一方であったと思うんです。１５％ぐらいだったと思います。それをどうプラスで見るか。
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それから、震災とかそういったところでも、柏崎で太陽光をつけられたところは電気が引き

続き使えたというところもありますから、そのようなエマージェンシー機能とか、そういう

幾つかのことを考えて、積み上げていくことも一方でできると思うんです。 

 そうすると、恐らくベースになる価格というのは、かつてソニーさんのグリーン電力証書

のときに、東京電力さんが屏風ヶ浦の風車を電気だけを６円で購入されたという歴史がある

んですが、そこからどれだけ積み上げていただくかというか、それが全体の採算にはかなり

効いてくると思います。一体となってというところの部分で、２３円は確かに高過ぎると思

うんですけれども、公的資金なり、全体としてのコスト低減努力の中で、今度は下から積み

上げていく価格として、東電さんがどこまで社会的なプラス価値をそこに折り込んで引き取

っていただくか。系統というマイナスは一方であるものの、そこはこれから、まさに全体の

拡大連携プロジェクトの中で、東電さんの社会的なプログラムとしてのポジティブな姿勢を

期待していると思います。 

○大野委員 具体的な話については、ここでお答えいただくわけにはいかないと思うんです

が、何かコメントございますか。景山委員。 

○景山委員 ありがとうございます。既存の太陽光を設置されたお客様につきましては、こ

こではっきりどうこうとは言えませんが、買う当初に長期にわたって買い取っていただける

ということを念頭に置いた購入だと思いますので、そういうことも十分配慮して、今後、

我々としての買い取り価格を決めていきたいと思います。 

 それから、計量法の対応は、電気を系統でいただく、なおかつ、新エネの価値もいただく

ということで、かなり高い計量に関する費用を払っていますので、それが全くなくなってし

まうというのは、サービスというのはつらいような気がいたしますが、ご要望ということで

聞くということにしたいと思います。余剰電力の購入価格、もし環境の価値がなくなってし

まって、電気だけの価値を幾らで見るかということにつきましては、先ほど東京都さんに申

し上げましたけれども、ＲＰＳの価値を東京都さんが持たれて、その後、どうされるのかと

いうのも含めて、本当にＲＰＳの価値まで東京都さんが持たれる、あるいはほかの方が持た

れるのがいいのかどうか、それも含めてご相談と思います。単純に電気の価値だけという話

ではなくなるという気がしますので、そこは先ほど申し上げましたように、いろいろ検討し

ていきたいと思います。そんなところでいいですか。 

○飯田委員 はい。 

○大野委員 ありがとうございます。 
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○宗吉委員 先ほど飯田先生のお話がございましたけれども、実は我々、太陽光事業につい

て１つの転換期に来ているかなという社内の論議がございます。今まで支えてきてくれた一

番最大の要因は何だろうかということを考えた場合、補助金もさることながら、やはり余剰

電力の購入という仕組みなのです。ただ、これを今後続けていくのは難しいだろう。そうす

ると、ここで新たなビジネスモデルを社会に定着していかないと、太陽光事業というのは普

及拡大は無理だろう。こういうことで、今回の東京都様の余剰電力も含めて買い取るという

仕組みについては非常にいいかなと思っています。 

 あと、今後についても、グリーン証券化という形で持っていかないと、我々のグループが

電力会社さんをいじめていくような形態では、なかなかマーケットが大きくなっていかない

ということで、１つの市場としてこの事業が動いていくということを考えれば、今回、東京

都様のお考えになったグリーン電力証券化をして、これがマーケットの中で動いていく。動

いていくための要件としては、いろいろな条例とか、法律的なものも含めながら動いていく。

こういう形態が一番望ましいと思っています。 

我々の意見の中でもほとんど、ビジネスモデルを変えていこうと。今後については、電力

との共生という１つの考え方で太陽光事業をつくり上げていかなくてはいけないだろう。こ

れが大半の意見でございます。そういう意味では、そういう意味では、今回の東京都様のお

考えになる施策については、我々は非常に評価しておりまして、これが全国にぜひ普及拡大

していただく。こういうことが我々の思いでございます。 

以上でございます。 

○大野委員 グリーン証券の話は、先ほど景山委員からもあったんですけれども、確かに風

力発電とかバイオマスというのは大規模に一遍にグリーンの価値が生まれるので、今でも証

券化しているのです。太陽光発電の場合は一つ一つのロットが小さいので、なかなか今まで

は、グリーン証券として流通するものとしてはロットが合わないというのがあったのですが、

そこを何かの方法によってまとめ上げる仕組みができれば、できるのではないかと思ってい

ます。 

グリーン証券の需要自身は、きのうですか、東京建物がかなり大規模に電気のグリーン証

券を買うという話もありました。最近ですと、東京は都市再生が非常に活発でございまして、

再開発が進んでいるんですが、これは７月だったか、都市計画決定された案件だと思うんで

すけれども、どうしても都市再生をすると、建物の省エネ性能は上がるんだけれども、床面

積もかなりふえるので、ＣＯ２がふえるということで、これは建て主さんの自主的な取り組
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みとして、たしか２つの案件で相当大規模にグリーン証書を買われるという動きも始まって

おりますので、確実にそういう動きがふえていくと思います。そういうものをうまくマッチ

ングできれば、宗吉委員がおっしゃったような、太陽エネルギーについてもそういうものを

支えとして普及していくという形ができると思いますので、そんな形を目指して、一遍にそ

こまではいけないと思いますので、段階的にどうするかということを含めて、具体的に詰め

てまいりたいと思っております。 

何かほかに、エネルギー事業者さんの役割ということで、ご意見等はございますでしょう

か。よろしいですか。 

では、また後で戻っていただくことにしまして、次の太陽光発電メーカーさん、既にご発

言もあったわけでございますけども、まず１つは、東京で年間4,０００戸しかないというレ

ベルでございますので、それの数倍になっても、太陽光発電全体のロットの中ではそんなに

大きくはないので、供給サイドで特に問題があるということはないと考えていいと思うんで

すが、ここは、宗吉委員は先ほどご発言いただきましたので、本多委員、何かコメントをい

ただければと思うんですが。 

○本多委員代理 供給面では心配ないということで結構かと思います。爆発的な利用拡大を

図っていただければ、メーカーはついていけると思います。 

 太陽光発電メーカーのところで黒ポツでまとめていただいておりますけれども、これはメ

ーカーがやらなければならない当たり前のことであって、この前段には、何といっても大き

いのは、確たる市場が見えるということ、その中で我々が競争していって、この４項目は必

ず実行できる。実行しないと競争の中に入っていけないということになりますので、東京都

の方で何らかの形で、１０年後はこういう姿であると。さらに、そのためには３～４年後ま

でにはこうするのだというものが見えれば、メーカーもものすごくいい発奮材料になるとい

いますか、４つの項目について圧倒的に力を入れていくということになろうかと思います。 

 それから、さっきエネルギー事業者さんのところだけでもないんですけれども、ちょっと

感じるところは、今、余剰の価値の問題であるとか、所有権の問題であるとかいうことが身

近な問題としては当然あるんですけれども、実際には１０年後はどういう姿で、エネルギー

の供給者とメーカーがどういう関係にあれば一番望ましいか。そういうことをトライアルす

る期間が、ここ２年か３年の間でモデル的にやってみようというのが一番いい姿ではないか

と思います。現実の目の前のものにけんけんがくがくというのは、かえってそこで相当な労

力を消費して、先になかなか進めないという状況が起こるのではないかと思います。ですか
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ら、エネルギー事業者といってもここは電力さんなんですけれども、ぜひ省エネとか新エネ

と今後どのようにしてつき合っていくのか、みずからの事業とはどうかかわっていくのかと

いうあたりが、最初の方にありました連携の方で、本当に１０年後を必死に考えながら議論

する。なおかつ、モデルを実施していくということをやっていただきたいと思います。今、

都の方で、力のある自治体ですから、こういう場面で、例えば身近な問題を議論して何かを

拙速にやろうとすると、それは必ず全国的に他の電力さんにも影響を及ぼしますし、そうい

うことについての精査も必要かなと思っています。 

 きょう、中間報告を見て、画期的だと私は思っています。こういうことを自治体レベルで

出して、それに対して傍聴の方がどんどんふえていって、大変注目を浴びているというのは、

それだけ期待が高いし、我々太陽電池メーカーに課せられた課題というのは、瞬間的に見ま

すと値段が下がらないとか、原料が足りないとかいうことはありますけれども、１０年のス

パンで見たときには必ず追いつく、早くコストダウンを進めていくということが必ず動き出

します。例えば、今、１０年というくくりがあるのですから、あした、あさってのことでは

なしに、１０年後を目指してこの３年何をするかということに注力して……。 

 それから、太陽電池の価格のことについては、市場があれば必ず競争で下がってきます。

方策として、下げるためには効率も上がります。マーケットを確保するためには、施工の品

質についても――これは来年度また議論されるかもわかりませんけど、そういうことを担保

するような期間は必要ですが、施工が悪ければ普及しませんし、すべてはマーケットによっ

て、ある意味で注目され、管理されたマーケットの中ではいい方向で発展していくと私は思

っています。ですから、我々がやらなければならない当たり前のことをここに書いていただ

いたというような感じがしております。 

 以上です。 

○大野委員 ありがとうございました。非常に力強いご発言をいただきました。 

 宗吉委員、何かコメントありますでしょうか。 

○宗吉委員 本多委員にすべて言っていただきまして、我々も電卓戦争、今は液晶戦争にな

ってきまして、太陽光もこの戦争状態に突入しまして、生き残るために徹底的なコストダウ

ンをやっています。すべてコストダウンの話なんです。そういう意味では、当面は２３円／

Ｋｗｈという大きな目標がございまして、これに近づけるためにいろいろなものをやってお

ります。その辺については、本多委員もおっしゃったように、ぜひ期待をしてくださいとこ

こでは申し上げたいと思います。 
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 以上でございます。 

○大野委員 ありがとうございます。太陽光発電は日本のお家芸と申しますか、非常に先進

的なものでございますので、企業の方でこれだけすぐれたものがあるのに、日本の中、東京

の中で広がらないのは、行政なりほかのセクターの責務が大きいと思いますので、頑張って

まいりたいと思っております。 

 何かほかに太陽光発電メーカーのプレイヤーの役割ということでご意見があれば。よろし

いでしょうか。 

 それでは、時間の関係もありますので、次にホームビルダーということなんですが、ここ

は建築家、ハウスメーカー、工務店等、施工業者と書いてありますので、全部を塩さんにコ

メントをいただくのは荷が重いというか、範囲が広過ぎるのですけれども、まず最初にコメ

ントをいただければと思うんですが。 

○塩委員 エコシステムさんもいらっしゃいますので、主に新築の方の立場でお話をさせて

いただきたいと思います。 

 書いてある以前に、最近といいますか、大手メーカーが加入しておりますプレハブ建築協

会というところで、エコアクションということで環境取り組みのレポートを業界として出し

ているんです。多分１１月の初めぐらいに出ると思うんですけど、２００５年から２００６

年にかけまして、プレハブ住宅、いわゆる大手のプレハブメーカーの中の太陽光の採用率が

去年が１１％、ことし１３％ということで、太陽光は区部内全部だめだと言っているような

傾向があるんですけど、新築に限れば若干でもまだ伸びているのかなという状態なんです。

ここに書かれたことそのもので、これが本当に正しい方向性だと思うんですけども、そうい

う意味では、新築では若干伸びつつあるというか、こういう考え方が市場には受け入れられ

つつあるということは、１つご報告しておきたいと思います。 

 この内容で１点だけ気になりましたのが２番目で、建築物と一体となったデザイン性にす

ぐれた製品を積極的に設計に取り込んでいくということで、デザイン性という意味を誤解さ

れないかなと思って若干心配しました。グッドデザインというものは、基本的には見た目も

いいんですけど、当然、コストが下がって、なおかつ性能も上がって、トータルでいいのが

グッドデザインということなんです。書き方によっては、結局、見てくれというんですか、

外観のところに特化しちゃいまして、そういう議論をしていくと、シリコンは青い色をして

いるんですけども、お金さえかければ緑でも赤でもできるんですけど、それは発電効率も落

ちるんですが、デザインの見てくれは非常によくなる。太陽光発電は設備なので、あくまで
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も性能とか、発電するという、それを阻害しない範囲でないと、やっていることと外れるん

ですけど、これでいったら多分にデコレーションのところの意味合いが強くなる誤解の表現

がちょっとあるので、この辺、変えられたらどうかなと思います。基本的にグッドデザイン

であれば、シンプルでありスマートであって、環境に優しいというようなイメージにしてい

ただいた方がいいかなと思いました。 

 あとは、内容に関しましては、先ほど本多さんが言われたとおり、我々住宅メーカーも期

待している方向性でございますし、１ページで国の経済支援策の欠如と言い切っているぐら

いの覚悟を持って自治体でやられるということで、何度も言っていますけども、積極的に協

力をしていきたいと思いますので、一緒になってつくり上げていきたいと思っています。 

 以上です。 

○大野委員 ありがとうございました。 

 それでは、小島委員、コメントいただけますでしょうか。 

○小島委員代理 施工業者という立場からお話しさせていただきたいんですけども、弊社も

含めまして、今、非常にマーケットの縮小の中で苦しい立場にあるという状況でして、この

中で、工事・施工価格の低減を図るとともにというようなくだりが黒ポツの一番最後にあり

ますけども、今の太陽光発電のビジネスモデルというのは、いわゆる訪問販売的な手法なん

です。つまり、工事価格、施工価格を下げるためには、１つは今のビジネスモデルを変えて

いかなければならないというところがあるんです。 

どうすればそれが変わっていくかということなんですが、住宅に住まれている太陽光設置

検討者の皆様の認知度が上がってくる。僕たちがコストをかけて営業活動をしなくても、お

客様の方から問い合わせが来る。そういった状況になってくれば、私たちの方で販売にかか

るコストが下がる。ということは当然、お客様にお出しできる価格という部分で、今よりも

低減した価格でお出しすることができるのではないかと思います。なので、こういった取り

組み、全体、すべてそうだと思うんですが、ぜひよい形で進めていって、これが広く知れ渡

って、太陽光発電の認知度が上がって、だれでも知っていて、よいものだということが広ま

っていけば、それはおのずと値段も下がってくるのではないかと思っております。私どもも

ぜひ精いっぱい協力をさせていただければと思っておりますので、よろしくお願いします。 

○大野委員 ありがとうございました。何かこの点についてコメントありますでしょうか。 

○飯田委員 まさに同じような点を申し上げようと思っていたんですけれども、かつて太陽

熱で起きた訪販のスキャンダルみたいな、日本はさおだけ屋という本当にあしき伝統がある
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ので。これは先ほどのまさにライトタッチ規制というか、普通の人は一生に１回ぐらいしか

家を建てないので、一生に１回しか家を建てない一般の人の底上げはまず不可能だと思った

方がいいと思うんです。それはあきらめて、やはり住宅メーカー、工務店、建築家、そうい

った方々のクオリティーが低いことが問題なので、そういう人たちをきちんと底上げをする。

そうすると、施主をその人たちが教育できる。最初にちゃんとレクチャーできます。そうす

ると、今のプッシュ型からプル型にまず変わりますよね。プル型に変わると、今度、施工業

者の方は、もちろん安いというのも大事なんですけど、クオリティーを上げていただきたい。

今まさに訪販系の人は、エコシステムさんは大丈夫だと思うんですけど、屋根に穴があくと

か、いろんなものがありますので、ヨーロッパで言うところのシステムインテグレーターと

してのプロフェッショナルを目指していただきたいんです。 

 一方でそれは太陽光メーカーにもかかわるんですけど、メーカーで囲い込むような、それ

がまた日本の場合は上からどうしても垂れ流すようなビジネスモデルになってしまうので、

そうではなくて、下流側で、クオリティーの高いシステムインテグレーターが引っ張るんだ

と。一連を全部きちんとやり抜くと、今までの上から下に垂れ流して、最後は訪販で押しつ

け販売みたいな話から全く構造が変わる、それの第一歩に、さっきのライトタッチ規制から

始まって、システムインテグレーター、メーカーはまさに安くていいもので競争する。囲い

込みではなくてですね。そのように全く逆転する第一歩になると私は見ていますので、単に

ビジネスモデルが変わるというよりは、構造が根本的に変わる。それがまさにユーザーのた

めであり、社会全体としてはクオリティーが高い、しかも安いものが長期的に保証されると

いう構造に、これをきっかけに変えていければと思っています。 

○大野委員 ありがとうございました。何かほかにこの点についてコメント、ご意見ある方

いらっしゃいますか。よろしいでしょうか。 

 次は金融機関です。このメンバーには金融機関は入っていただいていないのであれなんで

すけれども、逆にご存じの方がいらしたらという話なんですが、我々が知っている限りでは、

都内では一、二、信用金庫でこういうローンをやられているところがありますし、たしか私

の記憶では、昔、住友信託銀行さんか何かが、あれは塩さんのところですか、組まれてあっ

たと思うんですが、塩さん、現在の状況をもしご存じならば何か。 

○塩委員 太陽光をつければ金利の優遇策というのがあるんですけども、それはそれである

んですけど、実際、今の状態が完全に公庫とかいう公的な融資よりも銀行になりましたら、

オーナーさんというか、ユーザーさんの年収やら何やら、そこで金利とかも決まってしまう
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ところがあって、設備だからどうのこうのではなくて、住宅を建てられる方とか借りられる

方で決まってしまっているというのが、今の融資制度のある意味本質的なところになってし

まっているので、なかなかこういう仕掛け方向ももうちょっと工夫しないとうまくいかない。 

 ただ、銀行さんにとっては、あくまで家を建てられた場合は返済があるわけなんですけど

も、光熱費が下がった分だけ返済計画が楽になるから、月の１万円がローンの返済に回せる

となったら、その分、銀行としては事故率が減るからという意味では、確実にこの方向は今

でもあり得ると思うんです。純粋に銀行さんがリスクを回避する方法としては理にかなって

いるので、ですから貸し付けの金利を下げたり何なり優遇措置をとりましょうということな

ので、そういう意味では、あるのはあるんですけれども、システムだけではなくて、全体の

枠組みでやっているということが今の状況です。 

○大野委員 ありがとうございます。これについては、先ほども申し上げました建築物環境

計画書制度を使ったマンションの環境性能表示制度というのがありまして、それは再生可能

エネルギーというよりは、省エネルギーとか緑なんですけども、それで評価をしまして、星

の数が満点で１２点ついて、星１つについて0.１％金利を優遇していただくというものを、

我々が住友信託銀行さんにお願いしてつくっていただいたという例もございますので、今、

塩委員のサジェスチョンなどを含めて、金融機関ともいろいろな話し合いをしてまいりたい

と思っております。 

 何かこの点についてコメントはありますか。 

○飯田委員 これはこれでユーザー向けの金融機関の役割ということでいいんですけど、少

し視野を広げると、太陽光だけでＩＰＯをしている企業は世界で７０社ぐらいあるんです。

ドイツが一番多いんですが、アメリカ、中国、カナダ、台湾等々、日本が１社もこの中には

出ていなくて、日本は大手メーカーさんがそれぞれ、一部上場企業の一事業部門でやられて

いるケースが多くて、昨年度で大体6,０００億円、ＩＰＯで太陽光が資金調達している。し

かも、年率３０％でマーケットが伸びている。そういうダイナミックな世界全体のお金の流

れの中で、ちょっと日本は外れているのではないか。そういう大きな流れをまさにつくり出

す入り口側のお金というのも少し視野に入れるという意味で、情報提供です。 

 そうすると、お金を出す側という話があって、手前宣伝になるんですけど、長野でやって

いる太陽光メガソーラー事業は市民出資で、市民の人がお金を出して、そのリターンが２％

程度。もちろんリスクもあるんですけど。今度、お金を出す側みたいなものも視野に入れて、

お金を出して、ＩＰＯはもっと大きい話ですが、回っていって、ユーザーがつくる。お金の
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流れを全部順繰りで見ていったフレームに、来年度、拡大スキームを見ていくときには、ち

ょっと視野を広げてお金の役割を見ていく。東京都は環境ファイナンスの側面もリードされ

ていますので、少し視野を広げるという意味でのコメントをさせていただきました。 

○大野委員 ありがとうございました。ほかに何かございますか。この点についてはよろし

いでしょうか。 

 最後、ＮＧＯとなっているんですが、ここはあえて議論をするまでもないという気もする

んですけど、飯田委員、何かございますか。 

○飯田委員 太陽光に関しては、日本はエネルギー関係のＮＧＯで熱心な活動をしていると

ころがかなり多いと思いますので、そこは連携をしながら、東京都の政策はＮＧＯもこぞっ

て支援をしておりますので、ぜひ今後も一緒にやっていきたいと思っています。 

○大野委員 ありがとうございました。 

 いろいろと貴重なご発言をいただきました。全体についてのご意見と、６ページにありま

す今後の進め方ですけども、ここについて何かご意見とかご注文、ご質問があれば、最後に

いただきたいと思っているんですが、いかがでしょうか。 

○本多委員代理 質問なんですけど、平成２０年度の利用拡大連携プロジェクトの開始で、

連携プロジェクトというのは、新たにメンバーを募ってスタートすると理解してよろしいん

でしょうか。 

○大野委員 ここはまだご相談の部分もあるんですけども、きょうで一応中間のまとめとい

うことで皆さんのご同意が得られれば、これを発表したいと思っています。太陽光発電のメ

ーカーについても、中心的なメーカーにご参加いただいたわけですが、ほかにももちろん有

力な太陽光発電メーカーさんがいらっしゃいますし、ホームビルダーについても幾つかいら

っしゃいますので、幅広い意見をお伺いする。そういう意見を踏まえて最終のものを２月ぐ

らいに全体会議で確定をして、その中で２０年度の進め方についても確定していきたいと思

っています。 

前にも申し上げたかもわかりませんけれども、私どもディーゼル車対策をやるときに、デ

ィーゼル車の規制をする一方で、低公害車、ＣＮＧ車とかＬＰＧ車の利用を拡大するために、

新市場創造戦略会議、すごい名前の会議をつくりまして、あのときは自動車メーカーさんで

すとか、ユーザー側の運送会社さんとか、東京ガスさんに入っていただいたのかな。その中

で一緒になって低公害車の普及拡大を進めた経験がございます。これは相当大きな成果が上

がりまして、佐川急便さんはＣＮＧ車の普及拡大に力を入れていますけども、この会議がき
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っかけになってＣＮＧ車の利用を始めたとおっしゃっていました。そんな取り組みも参考に

しながら、何らかの具体的な枠組みをつくってやっていくのがいいのではないかと思ってお

りますけども、この辺も含めて、最終２月のまとめまでにご相談をしながら、どんな形がふ

さわしいかについては検討してまいりたいと思っています。 

○宗吉委員 全体のプロジェクトの連携を組むメンバーという形のものですけど、このメン

バーを見ますと、民生業務という分野に対して徹底的に施策を施していこうという形が見え

ます。その中でグリーン電力証書というのができ上がって、以前のお話では、それを大企業

が買い取る。こういう１つの仕組みというシナリオがございましたので、例えば、中小企業

は別にしまして、産業界の経済同友会とか経団連とか、この辺がグリーン電力を買い取りま

すよという方針を出してくれたら非常に強いと思うんです。そういうことになると、やはり

このメンバーの中に両方の代表が入って、そういう方向での経団連とか同友会の根回しをし

てもらえるとか、こういうことになれば、非常にシステムとして動きやすいかなと思ってい

るので、ここにメーカーとかホームビルダーとかいろいろございますけども、利用する側の

メンバーとして、そういうのも検討いただければありがたいと思っています。 

○大野委員 わかりました。ご提案を踏まえて、年度内に検討してまいりたいと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。 

○飯田委員 ３点あります。今後の連携プロジェクトのときに、５ページにある図を見て、

都民の方についてはみずから設置をして、余剰電力購入メニューにかわるスキームを考えて

いくわけですが、もう少し大きい事業者の方の屋根とかに関しては、逆に今度、それこそ東

電さんが屋根に置いてソーラー電気を供給するか、そのような新しいタイプも検討されたら

どうかなというような可能性です。それが１つです。 

 それから、東京都の政策という意味では、先ほどありましたが、この場合、一たん東京都

に行くとなると、１つはＣＯ２の扱いと、先ほどから出ているＲＰＳの扱い、そのあたりの

細かい制度面のすり合わせを国としていかないと最終的には落ちていかないのかなというと

ころがあって、ＣＯ２に関してはちょうど今、私どもとグリーン電力認証機構で、グリーン

電力価値のＣＯ２については、温対法の中で読み込めるための検討会というのをしておりま

す。今、実は東京都さんにも参加していただいていまして、東電さんにも参加していただい

ていますが、そこがきちんとうまくいけば、来年度、法律の中で読み込めることになるかな

と。ここはまだわかりません。ＲＰＳについては経産省も一切動いていないと思いますので、

これはこの先の話になるかと思いますので、そのあたりの調整と、東電さんに関しては、広
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がりを考えていくと、電事連で他の電力会社との調整を当然されていると思いますが、その

あたりをできるだけ積極的な姿勢でお願いしたいなと。 

 あと、このフェーズが終わった後、東京都に期待したいのは、太陽エネルギーでまず第一

歩を刻んだ後は、ほかの再生可能エネルギーをぜひ広げて進めていただきたい。太陽光はお

家芸で一番重要ですし、制度のひずみのまさにど真ん中にあるんですけれども、自然エネル

ギーを２０２０年２０％を目指そうとすると、短期的には太陽光ではそんなに量は稼げない

とすると、風力、バイオマス、あるいは小水力の電気を買ってくるスキームづくりも、今の

ＲＰＳの中ではなかなか滞っていますので、次のステップも視野を広げてやる必要があるか

なと思います。 

○大野委員 ありがとうございました。 

 ほかに何かご意見ございますでしょうか。 

○景山委員 今、飯田委員からご指摘がありました、東電が屋根に設置するというのは、ご

要望といいますか、ご意見としてちょうだいして検討させていただきます。その中で、家庭

ではなくもう少し大きなところというような話があったと思いますので、この取り組みにつ

きましては、家庭を中心に話をしておられますけれども、産業用とか業務用で太陽光がつけ

られるところに対する取り組みというのも、２０年度以降、あわせて考えられた方がいいの

ではないかという意見をさせていただきます。 

 それから、何遍も申しておりますが、買い取り制度の中で環境価値をどうするかにつきま

して、今、飯田委員からもお話がありましたように、ＣＯ２の価値とＲＰＳの価値と、その

ような価値が今後、国でも整理をされていくと思いますし、その中で、電気事業も意見を言

っていくと思いますので、そこら辺の動きとよく整合性をとられるようにお願いしたいと思

います。東京都だけが先に走ると、後でいろいろな混乱を生じるおそれもありますので、そ

こら辺のところをぜひ。東京都さんからご意見を言われるのもいいと思いますので、それも

含めてよろしくお願いしたいと思います。 

○大野委員 わかりました。 

 ほかに何かございますでしょうか。よろしいですか。 

 そうしましたら、先ほど塩委員から言われたデザイン性のことですとか、マイクログリッ

ドのご発言もございましたので、もう一度見返していただくと、この点はちょっとどうかな

というのが恐らくあると思いますので、お持ち帰りいただいてごらんいただいて、後から事

務局から日程についてはあれしますが、ご意見をいただいて、最終的に確認されたものをで
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きるだけ早く中間のまとめとして公表するようにしてまいりたいと思います。 

 大変貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。東京都に対する期待もいただき

ましたし、ご指摘もいただきましたので、それを踏まえて、ぜひこうした動きを形にしてま

いりたいと思っています。よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、検討会としてはこの程度で閉じたいと思います。あとは事務局からご連絡申し

上げます。 

○小原副参事 事務局からご案内申し上げます。太陽光発電利用拡大検討会でございますが、

本日、中間まとめ案を作成いたしましたことで、太陽光発電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思いますので、検討会の開催は本日が最後ということにさせていた

だき、次回は中間のまとめ案に対する都民意見を募集した後、２月ごろをめどに、第２回太

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。 

中間のまとめの取りまとめについてですが、今、大野からも申し上げました、幾つか表記

について、この場でおっしゃり切れなかった部分がありましたら、今月末をめどにご意見を

寄せていただければと思います。そこを整理させていただいた上で、来月早々にはホームペ

ージにアップして、意見をいただくように準備を進めてまいります。 

太陽エネルギー利用拡大会議におきましては、太陽光及び太陽熱の各検討会において取り

まとめられました内容をベースにいたしまして、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、太陽光及び太陽熱の市場創設に向けた連携について検討していきた

いと考えております。事務局よりメールにて、２月に向けた日程の調整のご連絡をさせてい

ただきたいと思っておりますので、日程が固まり次第、事務局からまた改めてお伺いさせて

いただきます。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４回太陽光発電利用拡大検討会を閉会いたし

ます。どうもありがとうございました。 

午前１１時２１分閉会 


