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１．はじめに 
 
東京都は地球温暖化対策として再生可能エネルギーの利用拡大を進めていくため、2016

年までに 100 万ｋＷ相当の太陽エネルギーを都内に導入することを目標に掲げている。 
太陽光発電や太陽熱利用機器などの太陽エネルギー利用機器は、日本においては主に住

宅において導入が進められてきた経緯があり、また再生可能エネルギーの中でも比較的容

易に住宅への設置が可能であることから、近年東京においてエネルギー消費量が大幅に拡

大している家庭部門の CO2 策減対策の柱となるものである。 
そこで、都は、100 万ｋＷ太陽エネルギー導入の足がかりとして、平成２１年度、２２

年度において、毎年２万世帯への太陽エネルギー利用機器の設置を目指していくこととし

た。 
しかしながら、太陽熱利用機器は太陽の熱を直接熱エネルギーとして効率的に利用する

ことができ、家庭におけるエネルギー消費割合の大きい給湯及び暖房のエネルギー消費量

削減に大きく貢献することができるにもかかわらず、年々日本国内における設置件数は減

少を続けている。 
そのため、都は、太陽熱の普及拡大に向けた手段の一つとして、太陽熱を熱源としたグ

リーン熱証書制度の導入を目指し、制度の基本的な考え方や具体的な課題について検討す

るため、本検討会を設置し、議論を進めてきた。 
今後は、ここでの検討のとりまとめを基に、早期に太陽熱を熱源としたグリーン熱証書

制度が創設されるよう、都は支援を行っていく。 
なお、この検討会で導入を目指す太陽熱を熱源としたグリーン熱証書制度は、単に東京

都のみによって活用されることを目的としたものではなく、現在のグリーン電力証書のよ

うに、全国的な広がりを想定したものである。 
 

 

２． 太陽熱市場の現状と普及に向けた課題 

 
地球温暖化の影響の顕在化、燃料価格の高騰等を背景に、ＥＵ及び中国では太陽熱の利

用が急速に拡大している。またスペインなどＥＵのいくつかの国々では太陽熱利用機器の

設置義務化（ソーラーオブリゲーション）の導入拡大の動きも出ている。かつて日本でも、

オイルショックを契機に太陽熱市場が急拡大した。しかし、１９８０年代以降、石油価格

の低迷、太陽熱メーカーの市場からの撤退によるサービス・メンテナンス体制の置き去り

などにより、太陽熱利用機器の販売台数は大きく減少し、現在も太陽熱市場は依然低迷を

続けている。今後、再生可能エネルギーの利用拡大の切り札として、太陽熱利用機器の導

入を進めていくためには、まず、第一に太陽熱の利用は家庭におけるＣＯ２排出量の削減

に大きく貢献することができることを消費者にアピールすることで太陽熱利用機器の普及

を図っていくこと、第二に、太陽熱利用機器の設置、利用における安全･安心を確保し、太

陽熱市場への消費者の信頼を高めること、第三に、太陽熱の利用における経済的インセン
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ティブを高めることが必要である。 
太陽熱を熱源としたグリーン熱証書制度は、太陽熱の生み出す環境価値を「見える化」

し、また証書の売買により、設置者に経済的なメリットをもたらすことができる。また、

機器の性能やメーカー等のサービス、メンテナンス体制の安全・安心を確保するしくみを

証書の発行プロセスに盛り込むことで、太陽熱市場の信頼性を高める機能も備えることが

でき、太陽熱の利用拡大に大きく貢献するものであると期待される。 
 

 

 
 

３． グリーン熱証書とは 

 
本検討会で創設を目指すグリーン熱証書とは、民間事業者等の自主的な取り組みとして

開始されたグリーン電力証書の考え方を基にして、再生可能な熱源から生み出されたグリ

ーン熱の環境価値の取引を可能にするものを想定している。 
２００１年度から開始されたグリーン電力証書制度は、２００７年１2 月末時点で認定

を受けた発電設備の容量も累計１４．７万ｋＷに達しており、また認証電力量は、２００

６年度には、前年度比約２．３倍の約１．１億ｋＷｈ/年を超えている。1太陽光発電を対象

にしたグリーン電力証書の認定設備は、２００４年から始まり、２００７年度末時点では

約１．４万ｋＷに達し、約２１４万ｋＷｈの電力量認証実績がある。 
太陽光発電を対象にしたグリーン電力証書のしくみは、そのエネルギー源がともに太陽

エネルギーであるという点、また、その設備は業務･産業用ビルにも設置されているが、主

に戸建住宅等小規模な建物に多く設置されている点で、太陽熱を熱源としたグリーン熱証

書の創設に向けた検討において参考になる。しかし、そもそもグリーン電力とグリーン熱

ではエネルギー削減効果の考え方、削減量の算定方法が異なるため、その点に注意が必要

である。つまり、グリーン電力は、その電力量を計測することで、エネルギー削減量を直

接的に計測できるのに対して、グリーン熱の場合、それを計測しても、それが直接的なエ

ネルギー削減量とはならない。 

                                                  
1 総合資源エネルギー調査会新エネルギー部会グリーンエネルギー利用拡大小委員会報告書より 

■ ＥＵにおける太陽熱市場の推移 

資料：Solar Thermal Markets in Europe (published June 2006) 
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■ 日本の太陽熱利用設備の設置件数の推移 

資料：ソーラーシステム振興協会資料より作成 
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経済産業省では、現在、雪氷及びバイオマスを対象としたグリーン熱証書の発行をモデ

ル事業として検討中である。しかしながら、グリーン熱といっても、各熱源の個性が非常

に強いため、ひとくくりにはできず、雪氷、バイオマス、太陽熱など熱源によって、また

給湯、暖房、冷房など用途によって、熱の計測方法が多義にわたることから、グリーン熱

証書制度はいまだ確立していない。太陽熱を対象としたグリーン熱証書の発行に向けては、

個別に検討を行うことが必要である。 
 
グリーン熱証書の発行手続きについては、消費者に対する信頼性の確保を図るため、設

備認定及びグリーン熱相当量の認証等においてグリーン電力証書と同程度の透明性、公平

性を確保することが必要である。特に熱量の計量については、グリーン電力証書と同程度

の信頼性を持ったものであることが望ましい。 
 

 
 
 
 

４． 太陽熱の生み出す環境価値について 

 
太陽熱の生み出す環境価値とは、太陽熱利用機器を設置したことにより、本来は化石燃

料によって生み出されていた熱を太陽熱でまかなった量と考えれば、グリーン熱相当量と

は、集熱された熱量ではなく、実際に使用された熱量であるべきである。ただし、太陽熱

利用機器を稼動するために電力を使用する必要がある場合は、必要な電力量をグリーン熱

相当量の算定に際して適切に控除することが必要である。 
なお、グリーン熱の利用による正確なＣＯ２削減量を算出するためには、グリーン熱を

用いたことによる補助熱源のエネルギー削減量を算出しなければならない。そのため、グ

■太陽光発電の設備認定・電力量認証実績 
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資料：第一回太陽熱の利用拡大に向けたグリーン熱証書検討会 小笠原氏資料より 
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リーン熱の用途（給湯、暖房、冷房等）及びシステム構成、補助熱源種類、エネルギー種

類等により、具体的なエネルギー削減量の算出方法を変える必要がある。また、エネルギ

ー削減量からＣＯ２削減量への換算は可能であるが、ＣＯ２排出係数の設定については多

様な考え方がある。 
また、より多くの熱を使用すればするほど、より多くのグリーン熱証書を販売すること

が可能になると、給湯や暖房を無駄に、贅沢に使用している人ほど、多くの環境価値を生

み出していると解釈される可能性がある。また、省エネを実践している人よりも、無駄に、

贅沢に熱を使用している人ほど、より多くの経済的なメリットを得られるということにな

れば、公平性に問題が生じる。グリーン熱証書のビジネスモデルを創設する際には、そう

した公平性の問題を解消するためのしくみ作りが必要である。 
 
 

５． 太陽熱を熱源としたグリーン熱証書の設備について 

（１）太陽熱利用機器の安全･安心の確保 

太陽熱市場の停滞の要因としては、オイルショック後の石油価格が低迷したことなど

様々な要因が考えられるが、その大きな要因の一つとして、一部の企業によるプッシュ型

の販売方法や工事、施工上のトラブル、いわゆる「付け逃げ」といわれるようなサービス･

メンテナンス体制の不備などに起因し、太陽熱市場に対する消費者の信頼性が低下してし

まったことが挙げられる。 
また機器の性能については、かつて(財)日本品質保証機構（ＪＱＡ）浜松テクノセンタ

ーで公的に集熱性能等の試験が実施されていたが、現在では、太陽熱利用機器やシステム

の品質保証のための試験，認証施設は無い2。また、今日では、太陽熱利用機器の性能に関

する第三者認証制度はなく3、機器メーカーが自社検査を実施しているのみである。 
太陽熱を熱源としたグリーン熱証書制度を立ち上げ、それを契機に太陽熱の利用拡大を

進めていくためには、まず、太陽熱利用機器の利用における安全・安心を確保し、太陽熱

に対する消費者の信頼を回復させ、現在停滞が続いている太陽熱市場を再生させることが

必要である。 
また、更なる太陽熱の安全・安心の確保のためには、施工中の検査記録や 終的な完成

時検査記録がきちんとメーカーなどによって一元的に管理、保管されることが望まれる。 
 

（２） 設備認定について 

グリーン熱証書の普及には、グリーン電力証書と同程度の信頼性をもつものでなければ

ならないことを考えれば、グリーン熱証書制度における設備認定要件についても、グリー

                                                  
2「太陽熱利用先進国への再挑戦」宇田川光弘 
3住宅用太陽熱利用温水器のみ、(財)日本品質保証機構がＪＩＳ認証事業を行っているが、ソーラーシス

テムについては、太陽熱集熱器、太陽蓄熱槽のＪＩＳ認証事業を行っている機関はない。 
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ン電力証書制度に準じて検討すべきである。例えば、該当設備が①グリーン熱設備として

の外形的適格性を備えているか、②追加性要件を備えているか、③環境価値帰属が適切に

担保されているか、④適切な環境影響評価が行われているか、⑤社会的合意が確保されて

いるか、⑥情報の公開に合意するか、⑦関係法令を遵守しているか、⑧適切な計量方法の

確保及び十分なエビデンスが確保されているか等を項目ごとに必要となる書類を精査し、

審査することが必要となる。 
また、現在、都は、財団法人ベターリビングと連携し、太陽熱利用機器を対象とした新

たな優良住宅部品（ＢＬ部品）認定基準を創設することを目指している。新たな認定制度

には、機器の性能評価だけでなく、工事、施工、メンテナンス面についても消費者の安全、

安心を確保できるような基準を盛り込んでいく予定である。このような第三者認定制度を

グリーン熱証書制度の設備認定要件等に活用することによって、消費者の安全･安心の確保

につなげていくことができる。 
 

（３）計測方法について 

計測は、実測で行うのか、シミュレーションで行うのかという議論があるが、太陽熱機

器の生み出す環境価値を、実際に使用された熱量であるとするならば、同じ型式、容量の

機器であっても、設置者の家族構成、ライフスタイルによって使用量は大きく異なり、シ

ミュレーションにより信頼性のある熱量を計測することは困難である。 
実測で計測する場合は、グリーン電力証書における計測方法と同程度の精度が求められ

ることから、検定済み積算熱量計での計測が望ましい。しかしながら、検定済み積算熱量

計の設置にはかなりの追加的コストが必要である。また、検定済み積算熱量計の検定有効

期間は 8 年であるため、8 年ごとに熱量計の買い替えが必要になる。そのため、太陽熱の

生み出すグリーン熱相当量を検定済み積算熱量計で計測し、算出する手法を普及させるた

めには、検定済み積算熱量計の価格及び設置工事費等の大幅な低減が課題となる。また、

計量法に対応したメーターでなくとも、計測方法やメーターの精度について、第三者認証

機関等から信頼性の認証が得られれば、暫定的に準計量法対応ともいうべき熱量計の採用

を認めることも、太陽熱を熱源としたグリーン熱証書制度の普及には有効である。 
 
グリーン熱相当量を正確に計測するためには、設備の規模や用途（給湯、暖房、冷房）、

機器の方式（太陽熱温水器、ソーラーシステム、空気集熱式、その他）等によって、計測

方法を変える必要があるが、設備の規模や用途、機器の方式によっては技術的、あるいは

コスト的に積算熱量計を用いた計測が困難な場合もある。太陽熱を熱源としたグリーン熱

証書制度の創設に向けては、そうした熱量の計測方法の課題が解決したものから先行的に

証書化の対象とすべきである。 
 
なお、以下には太陽熱利用機器の規模や用途、方式別に代表的な設備の熱量の計測方法

の例及びその課題などを挙げる。 
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① 自然循環式太陽熱温水器（給湯）  
 

 
 

 
【計測方法】  

積算熱量計を設置し、貯湯タンクから出た後の水温と給水温の温度差及び給湯量を計測。 
積算熱量計に通信アダプターを取り付けることにより、リアルタイムでのデータ収集も

可能になる。 
グリーン熱相当量 ＝ 太陽熱給湯熱量 = 温度差 × 流量 × 係数 
 
【課題】  
検定済み積算熱量計を用いて熱量の計測を行うことは、技術的に可能であるが、現時点

では太陽熱温水器自体の価格に比べ、熱量計にかかるコストが相対的に高くなりすぎるた

め、現実的ではない。 
そのため、自然循環式太陽熱温水器によって生み出されるグリーン熱相当量をグリーン

熱証書化するためには、検定済み積算熱量計の大幅な価格低下が必要である。あるいは、

熱量計にかかるコスト負担を避けるため、実測値に近い熱量を算出することのできるシミ

ュレーション方法を確立し、機器の型式によってグリーン熱相当量を算出する方法を用い

ることも考えられる。しかし、この場合は証書の需要者から、証書の価値について信用を

得られるようなシミュレーション方法の確立が条件となる。 
また、流量計側で発生する摩擦抵抗により圧力が低下し、熱供給性能に影響する可能性

がある。 
 
 
 
 
 

給湯ボイラー 

給湯

低温センサー

高温センサー 

流量計

積算熱量計

図 ： 西原委員提供資料より加工 
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② 強制循環式ソーラーシステム（給湯） 
 

 
 
 
【計測方法】  

太陽熱給湯熱量の計測については、積算熱量計を設置し、貯湯タンクから出た後の水温

と給水温の温度差及び給湯量を計測。グリーン熱相当量を算出するためには、太陽熱給湯

熱量から機器の稼動に必要な電力量を控除する必要がある。機器の稼動に必要な電力量に

ついては、積算電力計により計測が可能である。 
また、積算熱量計及び積算電力計に通信アダプターを取り付けることにより、リアルタ

イムでのデータ収集も可能になる。 
グリーン熱相当量 ＝ 太陽熱給湯熱量 － 必要電力量 

 = 温度差 × 流量 × 係数－ 必要電力量 
 

【課題】  
検定済み積算熱量計を用いて熱量の計測を行うことは、技術的に可能であるが、コスト

負担は重い。 
そのため、強制循環式ソーラーシステムによって生み出されるグリーン熱相当量をグリ

ーン熱証書化するためには、検定済み積算熱量計の大幅な価格低下が必要である。 
また、グリーン熱相当量を算出するためには、太陽熱給湯熱量から機器の稼動に必要な

電力量を控除する必要があるが、機器の稼動に必要な電力量を計測する積算電力計の設置

貯湯槽

給水

P

給湯ボイラー 
給湯

積算熱量計
集熱器 

積算電力計 

集熱ポンプ

低温センサー

高温センサー 流量計

図 ： 西原委員提供資料より加工 
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にかかるコスト負担がさらに必要となる。積算電力計を設置しない場合には、定格出力に

より消費電力量を算出し、控除する方法も考えられるが、その場合には、控除する電力量

が実際に消費された電力量よりも多くなり、グリーン熱相当量が過小評価されてしまう可

能性がある。 
 
 

③ 強制循環式ソーラーシステム（給湯、暖房） 

 
 
 

【計測方法】  
太陽熱給湯、暖房熱量の計測をするためには、積算熱量計を 2 機設置する必要がある。 
給湯熱量は、貯湯タンクから出た後の水温と給水温の温度差及び給湯量を計測する。暖

房熱量は、貯湯タンクから出た後の水温（熱媒体の温度）と暖房システムから還ってきた

水温（熱媒体の温度）の温度差及び水量を計測する。グリーン熱相当量を算出するために

は、太陽熱給湯、暖房熱量から機器の稼動に必要な電力量を控除する必要がある。機器の

稼動に必要な電力量については、積算電力計により計測が可能。 
また、積算熱量計及び積算電力計に通信アダプターを取り付けることにより、リアルタ

イムでのデータ収集も可能になる。 
グリーン熱相当量 ＝ 太陽熱給湯熱量 ＋ 暖房熱量 － 必要電力量 
 =（温度差 × 流量 ×係数）＋（温度差 × 風量 ×係数）－ 必要電力量 

 

貯湯槽

給水

P

給湯ボイラー 
給湯

積算熱量計
集熱器 

積算電力計 

集熱ポンプ

低温センサー

高温センサー 流量計

暖房ボイラー 高温センサー

低温センサー

流量計

暖房

積算熱量計 
図 ： 西原委員提供資料より加工 
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【課題】  
検定済み積算熱量計を用いて熱量の計測を行うことは、技術的に可能であるが、積算熱

量計を 2 機設置しなければならないためコスト負担は非常に重い。 
そのため、強制循環式ソーラーシステムによって生み出されるグリーン熱相当量をグリ

ーン熱証書化するためには、検定済み積算熱量計の大幅な価格低下が必要である。 
また、グリーン熱相当量を算出するためには、太陽熱給湯、暖房熱量から機器の稼動に

必要な電力量を控除する必要があるが、機器の稼動に必要な電力量を計測する積算電力計

の設置にかかるコスト負担がさらに必要となる。積算電力計を設置しない場合には、定格

出力により消費電力量を算出し、控除する方法も考えられるが、その場合には、控除する

電力量が実際に消費された電力量よりも多くなり、グリーン熱相当量が過小評価されてし

まう可能性がある。 
 
 

④ 空気集熱式ソーラーシステム（給湯、暖房） 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

【計測方法】  
太陽熱暖房熱量の計測をするためには、ハンドリングボックス出口温度及び室温温度差

及び集熱空気量を計測する。太陽熱給湯熱量の計測は、強制循環式ソーラーシステムと同

様。 
グリーン熱相当量を算出するためには、太陽熱給湯、暖房熱量から機器の稼動に必要な

電力量を控除する必要がある。機器の稼動に必要な電力量については、積算電力計により

計測が可能。 
グリーン熱相当量 ＝ 太陽熱給湯熱量 ＋ 暖房熱量 － 必要電力量 
 =（温度差 × 流量 ×係数）＋（温度差 × 風量 ×係数）－ 必要電力量 

 

Ａ．集熱温度 

B．外気温

Ｄ．ﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾎﾞｯｸｽ

出口温度 

Ｅ．室温

Ｃ．ファン 

図 ： 村田委員提供資料より加工 
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【課題】  
空気集熱式ソーラーシステムにおける太陽熱暖房熱量の計測をする機器については、現

在、計量法対応のものはない。また、計測にかかるコスト負担は非常に重い。 
また、グリーン熱相当量を算出するためには、太陽熱給湯、暖房熱量から機器の稼動に

必要な電力量を控除する必要があるが、集熱空気をダクトへ送り出すファンや給湯に必要

なポンプなどの機器の稼動に必要な電力量を計測するにはそれぞれの機器について積算電

力計の設置が必要であり、コスト負担がさらに増える。積算電力計を設置しない場合には、

定格出力により消費電力量を算出し、控除する方法も考えられるが、その場合には、控除

する電力量が実際に消費された電力量よりも多くなり、グリーン熱相当量が過小評価され

てしまう可能性がある。 
また、集熱空気量を風量計で計測する代わりに、ファンの出力から風量を試算すること

は可能であるが、実測結果と差がないようにシステム設置時にダクト内の風速を実測する

必要がある。 
 
 

⑤ 住棟セントラルシステム（給湯、暖房）  
基本的に、計測方法は強制循環式ソーラーシステム（給湯、暖房）の場合と同様。 
検定済み積算熱量計及び稼動に必要な電力量を計測する積算電力計を設置しても、全体

のシステムに対する計測費用はそれほどかからない。 
グリーン熱証書化に伴う、技術的、コスト的課題はほぼクリアされている。 
 
 

６． 証書の記載事項について 

（１） グリーン熱証書の環境価値の表示単位について 

熱量の単位を用いる場合、計量法で使用が認められており、また国の省エネ法や都の地

球温暖化対策計画書制度でも使用されているジュール(記号：J)を用いることが適切である。 
そのため、グリーン熱相当量を算出するために、太陽熱給湯熱量等から機器の稼動に必

要な電力量を控除する場合は、電力量（ｋＷｈ）をジュール換算する必要がある。 
 

（２）その他 

グリーン熱証書には、グリーン電力証書と同様に、①グリーン熱相当量、②熱生産種別、

③熱生産期間、④証書発行事業者名、⑤認証機関名、⑥グリーン熱相当量のシリアルナン

バー等が記載されていることが望まれる。 
ただし、以上のような 低限の項目が記載されていれば、その他の事項を追加したり、デ

ザイン等について発行事業者にある程度の自由度が与えられることが望ましい。 
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７． 太陽熱を熱源としたグリーン熱証書の創設に向けた今後の課題 

 
太陽熱を熱源としたグリーン熱証書の発行に向けては、特に熱量の計測方法について多

くの課題が残されている。しかし、現在、地球温暖化対策として太陽熱の飛躍的な普及が

求められている状況を考えれば、太陽熱利用機器における全ての規模、用途、方式におい

て、設備の要件及び計測方法の技術的、コスト的課題がクリアになるまでグリーン熱証書

制度の創設を先延ばしにするのではなく、証書としての信頼性が確保できる設備の要件及

び計測方法が整った分野において、先駆的にグリーン熱証書の発行を進めていくべきであ

る。また、グリーン熱証書制度は、あくまで民間による自主的な取り組みとして開始され

ることを想定しているが、太陽熱の利用拡大に向けた手段としてグリーン熱証書制度を普

及させていくためには、公的な支援が求められる。 


