
 

 

 

 

  太陽エネルギーの 

  普及促進に関する提言 

 

 

 

 

 

 

 

  平成２７年３月 

 

 

一般財団法人新エネルギー財団 

新エネルギー産業会議





 

  

太陽エネルギーの普及促進に関する提言 

 

              太陽エネルギー委員会 

 

目   次 

１．緒 言          Ｐ１ 

２．提言の概要         Ｐ２  

３．提言の趣旨説明  

提言１：固定価格買取制度による太陽光発電の健全な 

普及を目指して             Ｐ４  

                          

提言２：変化する電力事業環境と太陽光発電    Ｐ７ 

 

提言３：太陽光発電システムを利用したスマートコミュニティ 

の実現                       Ｐ９ 

        

提言４：太陽光発電システムを活かすための蓄電池の併用  Ｐ１１ 

 

提言５：太陽光発電産業      Ｐ１２ 

 

４．まとめ        Ｐ１５ 

５．参考資料       Ｐ１７ 

                                     

 

 

新エネルギー産業会議 審議員名簿    Ｐ３０    

新エネルギー産業会議 太陽エネルギー委員会・   

太陽光発電分科会 委員名簿  Ｐ３３  





1

１．緒言

東日本大震災以降、我が国の電力需要は節電・省エネ効果の促進により、若干の逓

減が見られたが、電源が不足する傾向がしばらく続いた。一方、被災発電所の復旧や

増強が行われた結果、火力発電の割合が増加することとなった。太陽光発電を始めと

する再生可能エネルギーについても、国の新たな制度の導入により、震災前に比べる

と圧倒的な比率で導入が加速されているが、利用できる出力の割合が小さく、また、

変動電力であるところから、導入が拡大するにつれて出力抑制や系統対策等の問題に

直面し、一定の割合を占める確実な電源として期待されるまでには至っていない。

火力発電の増強による化石燃料の輸入拡大は、地球環境対策としての温室効果ガス

削減効果を逓減させるとともに、我が国の貿易収支の負担も拡大している。太陽光発

電は、補助制度と余剰電力買取制度の導入の効果もあって、約 20 年に亘り住宅用分

野を中心として普及拡大が着実に進んでいる。

また、2012 年度の再生可能エネルギー固定価格買取制度の導入は非住宅用を含む

中・大規模発電の急激な拡大見通しとなったものの、出力抑制や系統対策あるいは FIT

国民負担軽減化の問題に直面し、平成 26 年度内の緊急措置として固定価格買取制度

の見直しが行われた。

一方、これからの電源構成に向けて再生可能エネルギーの拡大に期待されるところ

は大きく、中でも地域遍在性が少なく建設期間の短い太陽光発電の果たす役割は、今

後とも大変重要である。このような太陽光発電の特徴は家庭用の一層の拡大とスマー

ト・メータを活用した双方向通信による負荷制御やスマート・エネルギーマネジメン

トシステムの導入による地産地消のスマート・コミュニティといった全国各地への幅

広い展開が期待される他、再生可能エネルギー導入拡大のための系統対策は、太陽光

発電が地域電源のみならず、系統電源としての役割を担うことを可能にすることとな

る。

太陽エネルギー委員会では以上の認識のもと、太陽光発電システムが我が国の電力

需給における重要な役割を果たして、エネルギー安定供給と地球環境に寄与していく

との観点に立って、次の 5つのテーマからなる提言をまとめた。

１）固定価格買取制度による太陽光発電の健全な普及を目指して ２）変化する電力

事業環境と太陽光発電 ３）太陽光発電システムを利用したスマートコミュニティの

実現 ４）太陽光発電システムを活かすための蓄電池の併用 ５）太陽光発電産業
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２．提言の概要

提言１：固定価格買取制度による太陽光発電の健全な普及を目指して

１－１ エネルギー基本計画との連動

・2030 年に向けた再生可能エネルギー導入目標を早急に明確化し、目標達成に向け

たシナリオ策定を作成し、固定価格買取り制度と連動させていくことが必要

１－２ 需要拡大につながる新たなメニュー体系の設定

・太陽光発電の利用形態・特性を考慮し中長期的な需要拡大を促進

・視点として、小規模の自家消費促進、大中規模は系統安定化

１－３ 系統接続に係る情報の公開

・系統接続に係る情報やルールを速やかに公開するとともに、系統運用・増強計画を

早期に策定し実施していくことが必要

・DC容量と AC容量に関する情報の併記と活用

１－４ 太陽光発電の持続的な普及に向けた制度の在り方の検討

・再生可能エネルギーとしての価値を考慮した継続的な導入普及維持方策

・2019 年の住宅用太陽光発電からの余剰買取の扱いの明確化

提言２ 変化する電力事業環境と太陽光発電

２－１ 卸電力市場での再生可能エネルギーを活用する仕組み

・太陽光発電の卸電力市場への活性化

２－２ 太陽光発電を活かした地産池消システムの普及

・太陽光発電を活かしたコミュニティレベルでのエネルギーマネジメントシステム

の拡大支援

２－３ 電力自由化市場の活性化

・再生可能エネルギーの変化に応じ、電力会社が調整電源を供給するインセンティ

ブの可能性

２－４ 発電予測の精度向上

・太陽光発電の発電予測技術の精度向上と、需要変動とのマッチング

提言３ 太陽光発電システムを利用したスマートコミュニティの実現

３－１ 住宅用 PVの持続的発展(スマートハウス)

・既設住宅を含むゼロエネルギーハウス促進策の維持、強化

・系統負荷軽減策として HEMS・蓄電池と組み合わせたシステムのインセンティブ制

度の創設

３－２ 非住宅用 PVの展開（スマートビル、スマートシティ）

・スマートビル、スマートシティでの PV活用を目的とする自営線布設の規制緩和

・スマートシティ実現に向けた制御技術への支援
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提言４ 太陽光発電システムを活かすための蓄電池の併用

・太陽光発電の弱点を補う為の蓄電池の併用提案と制度面での提案

提言５ 太陽光発電産業

５－１ コスト低減への取り組み

・太陽光発電のトータルシステムとしての継続的なコスト低減

・将来のリプレース需要を喚起するための検討や施策

５－２ 技術開発の方向性

・モジュールの長寿命化・高効率のみならずシステムとしての信頼性の向上

・エネルギーマネジメントビジネスと太陽光発電の活用

５－３ 安心安全への取り組み

・直流電気安全や、防火・消防対策に関する安全指針などに対する取組み

・将来の太陽電池のリユース・リサクル等の適正処分についての調査実施



4

３．提言の趣旨説明

提言１：固定価格買取制度による太陽光発電の健全な普及を目指して

１－１ エネルギー基本計画との連動

固定価格買取制度により、本格的な再生可能エネルギー導入が始まったところであ

るが、その一方で、太陽光発電への導入偏重も指摘されている。

その要因の一つとして、各種再生可能エネルギーの導入に対する明確な目標なきま

ま制度を運用（設備を認定）していることがある。

再生可能エネルギーも含めたわが国のエネルギーミックスに関する議論において、

再生可能エネルギー毎の導入目標・シナリオを明確化し、固定価格買取制度による設

備認定と連動させていくことが不可欠である。

このことは再生可能エネルギー導入の道筋を明確にするとともに、固定価格買取制

度による賦課金の精度の高い見通し作成にも寄与するものである。また、電力会社に

よる接続可能量の見通しや対策、中長期的な系統増強計画の策定、実施にも効果的に

作用する。

(1)2030 年に向けた再生可能エネルギー導入目標を、再生可能エネルギー別に早急に

明確化するとともに、目標達成に向けたシナリオ（各年度の導入量など）の策定が

必要である。

(2)太陽光発電においては、固定価格買取制度によるメニュー体系や利用形態との整

合も図るべきである（導入シナリオにおいて、住宅用、公共・産業等用、発電事業

用（メガソーラー）などの内訳も明示する）。

(3)再生可能エネルギー導入実績を反映した随時見直しを実施すべきである。

１－２ 需要拡大につながる新たなメニュー体系（分類・要件等）の設定

太陽光発電は元来、住宅用をはじめとする分散型、地産地消のための電源としての

普及拡大が推進されてきたが、固定価格買取制度により、電力販売目的（メガソーラ

ー）等の利用形態も市場化された。このことは、分散型・地産地消という、他の再生

可能エネルギーでは見出しにくい太陽光発電ならではの利用形態から目を背けるこ

とにも繋がっている。

固定価格買取制度の今後の議論においては、太陽光発電の利用形態・特性を考慮し、

中長期的な需要拡大につながる新たな分類や要件を設定すべきである。

・視点の例

(1)大型の太陽光発電においては、蓄電池や電気自動車充電装置との併用を推奨し、

電源の安定や非常時の活用に対するプレミアムを付与する。

(2)小規模（低圧）の太陽光発電においては、自家消費を促す。
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１－３ 系統接続に係わる情報の公開

昨年秋に急遽発表された電力会社による相次ぐ系統連系手続きの中断は、再生可能

エネルギーの導入拡大に対する大きな波紋を呼んだ。運用ルールの改定や系統 WG に

よる議論を経て出力抑制についてのルールが改定されたが、現時点においては、出力

抑制のタイミングやかかり方が電力会社に委ねられており、再生可能エネルギー導入

事業者にとっては、実際にどのように運用されるのかが判らない、というリスクがあ

る。事業の予見性が担保されなければ、再生可能エネルギー導入事業者は投資判断を

行うことが出来ないため、360 時間ルール下、指定電気事業者制度下、双方における

具体的な出力抑制の運用方法が早期に公開されることが望まれる。

一方、連系手続き中断当時の混乱はある程度収束しているようであるが、中長期的

な再生可能エネルギー導入拡大に備えた系統増強計画が不明確であることもこの混

乱を助長したと考えられる。今後は、系統接続に係わる情報やルールを速やかに公開

するとともに、今春発足する広域的運営推進機関が主導的な役割を果たし、電力会社

単位ではなく、日本全体で最も効率的に再生可能エネルギーを受け入れるための系統

増強計画を早期に策定し、実施していく必要がある。

このことは、出力抑制などの系統接続を巡る事象を適切に把握できるようになる他、

一定地域への連系集中による系統増強費用や託送料金の消費者負担のアンバランス

（地域による不公平さ）の解消、電力会社からの急な接続保留などの発表に対する疑

念の払拭にも繋がる。

また、発電設備容量については、最近の大規模メガソーラーにおいては、AC容量に

対して、DC容量を一定程度増やす設計が一般化しており、現状の設置報告では、AC容

量しか把握できない。DC 容量、AC 容量いずれも太陽電池設備を論じる上で、重要な

指標であることから、両者を的確に表示し活用すべきである。

(1)出力抑制の運用ルールを明確化し、公表するとともに、出力抑制に関する情報の

公開もルール化する。

(2)再生可能エネルギーの系統接続を停滞させないため、短中長期の系統増強計画を

早期に策定・公表し、着実な増強を実施する必要がある。

(3)電力系統への接続に関する余力エリアを判りやすく公開し、導入の地域平準化に

繋げる。

１－４ 太陽光発電の持続的な普及に向けた制度の在り方の検討

固定価格買取制度の目的である「再生可能エネルギーの導入拡大」を真に実現する

ためには、単なる量的普及ではなく、設備・電力としての品質が伴わなければならな

い。

この度改正された施行規則を遵守した厳格な制度運用がなされ、固定価格買取制度

によって、太陽光発電を始めとする再生可能エネルギーの、より健全な普及が実現す
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ることが期待される。

今後の一層の導入拡大に伴う価格低下により、近い将来、過剰な経済的支援は不要

になるはずであるが、持続的な普及を支えるための制度としての在り方についても早

期に検討を開始する必要がある。

また、固定価格買取制度実施以前に導入された住宅用太陽光発電においては（ほぼ

全量が固定価格買取制度による認定に移行）、2009 年以降に適用された余剰電力購入

が 10 年の期間を終える。これらの住宅用太陽光発電における余剰電力の取り扱いに

ついても早急に検討を開始し、指針を示す必要がある。

(1)経済的なデメリットの相殺だけではなく、再生可能エネルギーとしての価値（化

石燃料消費節約、地球温暖化対策、地産地消の促進、効率的な電力供給への貢献な

ど）を考慮した、継続的な導入普及持続方策の準備が必要である。

(2)2019 年以降の、住宅用太陽光発電からの余剰電力の取り扱いを早急に明確化すべ

きである。
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提言２：変化する電力事業環境と太陽光発電

電力システムの改革として 2013 年 11 月に成立した電力システム改革法にて、今後

進めていく電力システム改革の全体像が定められ、3段階に分けて改革が進んでいる。

第 1段の「広域的運営機関の設立」では、2015 年の設立を目指して作業が進んでい

る。電力の①広域的な運営の推進、②自己託送の見直し、③電気の使用制限命令など

に係る制度に見直しなどが行なわれている。

また、第 2段の「電気の小売業への参入の全面自由化」では、①電気の小売り参入

の自由化、②電気の安定化を確保するための措置、③需要家保護 などの他、再生可

能エネルギーに関して小売り電気事業者に買取り義務を課せる設定、など 2016 年を

目指して検討されている。

第 3段の「法的分離による送配電部門の中立性の一層の確保、電気の小売料金の全

面自由化」については、2020 年を目途に進んでいる。

現在、高圧については電力自由化が始まっており、特定規模電気事業者(PPS)や独

立系発電事業者（IPP）等の新規事業者が参入し、電力を購入する事業者を選択出来る

ようになってきているが、そのシェアは 4%程度に留まっている。今後上記改革によ

り、PPSの増加およびシェアの拡大が予想される。

本年の提言では、今後の電力自由化に際し、太陽光発電として取り組むべき内容を

提言する。

２－１ 卸電力市場において、再生可能エネルギーを対象とする仕組み、制度の導入

電力取引では、30分単位の取引において、3%以内の誤差で供給する必要がある。電

力は蓄積できないため、電力は需要と供給のバランスをとるよう、電力を安定的に供

給することが重要である。天気や日中／夜間や気候等に左右される再生可能エネルギ

ー、中でも日中の変動が大きい太陽光発電は、安定供給が困難であり、更に発電単価

が高いことから市場では取扱いが難しく、小売電気事業者は市場への売電が容易では

ない。しかし、コミュニティレベルのエリアにおいては、ならし効果のため平滑化さ

れることや、蓄電池利用によるエネルギーマネジメント、デマンドレスポンスによる

使用電力の抑制、他の再生可能エネルギーを含めた各種電源とのミックス、などを組

み合わせることで、変動はある程度抑制されると想定される。よって、太陽光発電な

どの再生可能エネルギーについても石炭火力、原子力等と同様に取引出来るよう、予

測誤差の緩和やインバランス料金の低減などの対応についても検討して頂きたい。

２－２ 太陽光発電を生かした地産地消システムの普及

3.11 の震災時、原子力発電所を始め火力発電所などの大規模発電所による電力供

給が発電所や送電線の破損により停止し、電力不足の状態が続いた。この対策の一環

として、コミュニティレベルでの地産地消の考え方が認知され始めている。

地域に根差したアグリゲータが、電力会社以外に地域内の太陽光発電などの再生可

能エネルギーを電源の一つとして電力を購入し、地域住民や企業へ販売する。更に、
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地域内をベースとして、アグリゲータが各種施設の割引券やイベントへの参加権など

の地域内でのサービスを提供する等地域貢献も可能。地産地消により、発電予測技術

の向上や HEMS、BEMS、FEMS、CEMS 等による使用エネルギーの効率利用、デマンドレ

スポンスとサービスの連係により、使用エネルギーの削減なども期待できる。

電力自由化を進める中で、太陽光発電を生かした地産地消システムの普及に配慮頂

きたい。

２－３ 電力自由市場の活性化

冒頭に記載したように、これまで高圧分野では電力自由化は始まっているが、電力

会社以外の取引は非常に少ない。石炭火力や原子力などの発電所を電力会社以外の事

業者が建設することは簡単には出来ないため、売電する安定した電力が少なく、市場

で要求される需要の変化に応じた供給が困難であるため、市場が活性化しない状況と

なっている。

今後、小売分野で自由化が進めば、消費者の選択も拡大し、様々なビジネスモデル

が生まれてくる可能性がある。特に再生可能エネルギーの中でも普及が進んだ太陽光

発電を卸売市場に迎え入れることにより、売買される電力が増大し、市場が活性化す

ると考える。ただし、同時にベース電源が無く、日射変動に伴う発電量の変動が大き

いままに、大量の太陽光発電や自家発電の余剰電力を売電すると、卸売市場が供給す

る電力は、不安定となることが想定される。これを防止し、電力自由化市場を活性化

するために、調整電源を電力会社が卸売市場に供給するインセンティブなど、電力安

定化の仕組み、制度などを設け、より多くの太陽光発電事業者が市場に電力を売電し

やすい環境を構築することが必要である。

２－４ 発電予測の精度向上

今後、太陽光発電が自由化後の電力市場において、他の電源同様に扱われるために

は、前述した様に需要に対する供給が、計画通りに供給出来るかが課題となる。つま

り、需要と供給のバランスである。これを満足させるために、各々の太陽光発電設備

の地点において、より高い気象予測を基にした、より高い発電予測を行うことが必要

となる。

なお、エネルギーマネジメントの技術開発は、電力システム改革における自由化の

動きの中で、新たなビジネスに繋げることで初めて産業としての成長に繋がる。太陽

光発電産業のプレーヤーは、電力小売り事業、アグリゲーター事業等に参入し、新し

い価値を顧客へ提供すべくビジネスモデル自体の提案に動き始めている。

現在、制度設計が進んでいるが、これらの動きがより活性化するよう、規制緩和な

どによるビジネス環境の整備についても検討して頂きたい。



9

提言３：太陽光発電システムを利用したスマートコミュニティの実現

1998 年の住宅用太陽光発電の余剰買取制度導入から始まった太陽光発電の導入拡

大は、2012 年の固定価格買取制度により、工場・ビル等の建築物、更にはまちづくり

へと拡がりを見せている。この動きは、単に太陽光発電を設置することが目的ではな

く、安全・安心でサスティナブルな建物・まちを具現化する手段として太陽光発電が

導入されており、発電した電力をいかに有効に活用できるかが今後のポイントになっ

てくる。本年の提言ではスマートコミュニティ（ハウス・ビル・シティ等）を実現す

る為に、より一層太陽光発電を活用できるための提言を「スマートハウス」、「スマー

トビル、スマートシティ」の 2項目について行う。

３－１ 住宅用太陽光発電システムの持続的発展（スマートハウス）

太陽光発電の大量導入による系統連系への負荷が問題となる中で、自家消費を伴う

住宅用太陽光発電の普及は、系統への負荷を抑制しつつ、太陽光発電導入量拡大を図

るために有効な手段である。国のエネルギー基本計画では、2020 年までに新築住宅に

おいて ZEH※標準化の方針が出され、導入促進策が既に実施されている。住宅用の創エ

ネルギー装置としては太陽光発電が最有力候補であり、この促進策の強化、継続が太

陽光発電の普及拡大に繋がる。

ただし、直近の住宅用太陽光発電の導入状況は、新築用約 3割、既築用 7割で既築用

が多数派であることに大きな特徴がある。既築住宅においても ZEH 化は可能であり既

築における ZEH 化普及策を望む。

10kW 未満太陽光発電は買取り期間が 10 年であり、その後は電力自由化の流れを受

けた市場での自由売買が想定される。結果、「いかに多く売電できるか」から「いかに

自ら発電した電力を賢く使うか」の視点へと移行し、自らがエネルギーの活用法を考

える時代になる。ここでは、HEMS や蓄電池などを組合せたシステムを導入、活用する

ことで、発電ピーク時の系統への負担軽減も可能であり、持続的な太陽光発電の市場

拡大に有効な手段であると考える。このようなシステムへのインセンティブ制度の創

設が望まれる。

３－２ 非住宅用太陽光発電システムの展開（スマートビル、スマートシティ）

ビル建築において ZEB※を実現するために導入する再生可能エネルギーでも、太陽

光発電は最有力候補となる。ただ、ビル建築では消費エネルギーも大きく、太陽光発

電をできる限り設置することが求められる。特に都市部の建物では屋根、壁面等の建

物外皮面だけでは設置スペースが不足であり、隣接した土地に太陽光発電を設置して

電力を供給したい。また、まち全体で太陽光発電活用をするケースもある。このよう

なケースで太陽光発電の設置場所が公道を跨いだ場合、公道への自営線の布設が必要

となるが、法的な制約や手続き上の煩雑さにより断念するケースが想定される。その

ためには、公道への電力ラインの布設についての規制緩和が望まれる。
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2010 年、経済産業省所轄の「次世代エネルギー・社会システム協議会」により再生

可能エネルギーの大量導入、スマートメータを活用した双方向通信による負荷制御、

電気自動車に代表される蓄電池技術の応用等の技術実証を目的に、北九州市、けいは

んな学研都市、横浜市、豊田市において 2010 年から 5年間にわたり実証事業が行わ

れている。これらを実現する為には、配電自動化システム、系統制御システム、エネ

ルギーマネジメントシステム（EMS）、分散型電源、同時同量制御、電力品質安定化、

電力量計測器、配電機器、インバータ・コンバータとその応用であるパワーコンディ

ショナ（PCS）などの技術が必要である。

太陽光発電に関しては、九州電力エリアを始め出力抑制問題が提起されており、変

動の大きなエネルギー源の有効活用には、より高度な制御技術が求められる。エネル

ギーの地産地消を図るためにも、まちレベルでのエネルギー活用への支援が求められ

る。

※ZEH/ZEB：ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス／ビルのこと

高断熱性能、高性能設備機器と制御機構等との組み合わせによるゼロエネシステムの導入

により、年間の 1次エネルギー消費量がネットで概ねゼロとなる住宅・ビル。
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提言４：太陽光発電システムを活かすための蓄電池の併用

蓄電池は昼間しか発電しない太陽光発電システムの弱点を補う設備として、再生可

能エネルギー導入における系統安定化対策に不可欠なものとなっている。また、昨今

の電力会社の出力抑制問題に対する解決策の一つともなっている。太陽光発電システ

ムと蓄電池を併設導入する際にはいくつかの課題があり、その解消の為に以下の提言

を行う。

10kW 未満の太陽光発電システムと蓄電池を併設した場合、蓄電池が売電時間中の

放電（押上げ運転）を行うと買い取り単価が低く設定され、併設導入の妨げとなって

いる。蓄電池は将来の出力抑制回避の重要な手段であり、その導入を妨げる買取り単

価の設定見直しを提言する。

スマートシティ拡大には地産地消の観点から、まち全体でのエネルギーの有効活用

が望ましく、家庭用蓄電池活用はそのキーとなる技術である。現行では家庭用蓄電池

から系統への逆潮流が実質的に出来ない状況であり、法令等の整備を提言する。具体

的には、電気事業法施行規則 48条の 4への電力貯蔵装置の追加や、系統連系規則（日

本電気協会発行）の整備が必要と考えられる。蓄電池から系統への逆潮流を可能とす

ることで、地産地消型のエネルギーマネジメントが可能になる他、新電力によるイン

バランスの調整、系統の需給バランス調整にも適用可能となり、太陽光発電システム、

蓄電池の利用価値が向上する。

蓄電池の導入には高性能化、長寿命化、低コスト化が必要であり、その低コスト化

においては、EV、PHEV の普及拡大による量産効果が鍵を握っており、充電スタンド等

のインフラ整備が必要である。現在電気自動車は、各家庭での充電が期待されている

が、公共・民間施設への設置が急務である。また、太陽光発電・蓄電池・急速充電器

の組合せによる省エネ型急速充電器の設置が望ましい。

蓄電池は、リサイクルが容易であり更にはリユースが図れるシステムづくりも必要

であると考える。電気自動車やハイブリッド車で使用した蓄電池が系統安定化に使用

できる手段の構築が必要である。リユース電池の評価は今後の課題であるが、大量の

エネルギー貯蔵がフィールドで可能となると、太陽光発電・燃料電池等の再生可能エ

ネルギー導入を加速出来る。リユースで使用した電池は寿命末期まで使用が出来、そ

の後リサイクルを促進することによってサスティナブル社会が構築出来る。通常蓄電

池は自動車や移動体などに使用するものや停電バックアップに限って使用されてき

たが、蓄電池のポータブル化が出来れば災害発生時の被災地域における運用にも適す

ることが出来る。
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提言５：太陽光発電産業

2012 年度で 1 兆円強、2013 年度で 2.5 兆円を超える産業規模になったと言われる

太陽光発電産業は、セル・モジュール製造から BOS、システム設計、施工、保守と大

きな広がりを見せている。この急拡大に対応するモジュール出荷は 2013 年度で 8.5GW

（太陽光発電協会・統計値）、認定設備の稼働は 8.7GW という規模を実現してきた。

ここ数年はこの出荷規模レベルが維持されると考えられるので、この規模拡大によ

り得られるコストダウンと技術開発加速による競争力の強化に取り組みながら、本提

言書で検討してきたとおり、実際に大量の発電設備を系統内で安定して運用する多く

のノウハウを蓄積する必要がある。

更に、電力システム改革の中で、ZEH、ZEB、スマートコミュニティ等への対応から

も新しいビジネスモデルが創造される。これらのノウハウを競争力として、広く海外

市場も視野に入れて事業を展開することになろう。

ここでは、海外を含めて大きな成長が期待される市場で、我が国の太陽光発電産業

が更に発展して行くために必要となる多くの取組みの中から、特に重要と考えられる

項目について検討する。

５－１ コスト低減への取組み

NEDO の PV Challenge によれば、20年稼働させる場合の発電コストを次のように試

算している。2013年の住宅用4kW相当システムコスト＝38.5万円/kWで、23.5円/kWh。

非住宅 2MW 相当システムコスト＝27.5 万円/kW で、23.1 円/kWh。このように 2013 年

レベルでも住宅用で見れば、昨今の電気料金よりも安価と見ている。しかし、高圧、

特別高圧の需要家から見れば、非住宅用の発電コストはまだ高価で、更なるコストダ

ウンが望まれる。また、海外でのシステムコストと比較して、我が国のコストには低

減の余地があるとも考えられる。

先に述べた通り、ここ数年に期待される 8GW 前後の安定した規模の導入を通じて、

規模の経済効果のみならず、種々の技術開発も含めたシステムコスト低減への取組み

は重要である。

ここで、2MW 相当のシステムコストの内訳を見ると、モジュール：41%、BOS（PCS、

架台、受変電設備、計測装置等）：22%、土地造成・工事費用：32%、その他：5%（出典：

NEDO PV Challenge）となっており、モジュールのコスト比率が高いとはいえ、それ

以外の部分でのコストダウンの取組みも必須であることが分かる。

技術面から見ると、モジュールの変換効率改善による W 単価低減、PCS も含めた長

期信頼性の確保、工期短縮を目指した工法の開発等々が、最終的にはシステムコスト

の低減に繋がる。システム計画・設計時点で、適切な信頼性を織り込みつつコスト低

減を実現するために、機器・部材の選定及び工法選択のメニューを増やしておくこと

は重要である。

なお、固定価格買取期間で設備投資回収した後の設備を継続利用する場合の発電コ
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ストは、上記の 23 円強と比較して、はるかに安価になることには留意しておく必要

がある。全電力需要中に占める太陽光発電電力の比率を一定程度以上安定して確保す

る必要があると考えれば、このような買取期間終了後に及ぶ継続稼働による発電容量

の確保と活用が必要になる。更に、継続稼働に加え安定したリプレース需要を喚起す

るための施策が、再生可能エネルギー比率の維持のために必要になると考えられる。

導入時点のコストは当然重要であるが、上記のような長期間稼働による発電コスト

低減も可能であることを忘れてはならない。

５－２ 技術開発の方向性

太陽光発電システムの長期間にわたる安定稼働を実現する信頼性の確保が、まずは

目指すべき方向性であろう。これは、前述の通り、長期稼働による発電コスト低減に

資するのみならず、過酷な環境下における安定稼働も担保できる。すなわち、中東（高

温）、東南アジア（高湿）等、今後の成長が見込まれる市場に、我が国の太陽光発電産

業が参入するに当たり「検証された信頼性」という競争力を活用できることを意味す

る。そのためには、モジュールの長寿命化のみならず、PCS、架台、また、工法工夫に

よるシステム全体の信頼性向上の取組みが必要である。

このような取組みが国内で継続されることは非常に重要である。海外展開は広く市

場を求める意味では当然の取組みで、そのために市場のそばで生産することも必要に

なることが想定される。しかし、その場合も継続した開発投資が今まさに国内に確立

された、大きな広がりを持つ太陽光発電産業の各セクターでなされておくことが、中・

長期にわたる製品競争力の確保にとって重要で、それこそが海外展開におけるエンジ

ンとして必須であろう。国内での技術開発への適切なインセンティブ施策が検討され

る必要がある。

また、大量に導入された太陽光発電システムを、系統と連系して安全に運用するた

めには、系統側、太陽光発電システム側それぞれに、系統用大型 SVC、蓄電池等の導

入と運用や、系統側からの出力制御も必要になる。同時に、供給側のみの制御ではな

く、需要側の制御も含めて、系統への負荷を減らし、多くの再生可能エネルギーを無

駄なく活用する技術の獲得も重要な開発項目となる。この全方位のエネルギーマネジ

メントシステムは、太陽光発電産業がこれから更に成長を続けるためのキーテクノロ

ジーである。

５－３ 安全・安心への取組み

太陽光発電システムを長期間、安全に運用して行くために、設計時点、施行時点で

検討・実施しておくべき事項は数多い。太陽光発電は直流の電力を発生させ、かつ、

太陽が出ていれば何時でもモジュールは電圧を発生させているところが、今まで一般

的であった開閉も可能な交流機器とは異なる。より安全な設備設計のために、新たに

検討を進めるべき事項も存在する。また、構造物としても、風雪に対する耐性等、更

に検討を継続すべき事項もある。
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新規参入事業者が増加する中で、これらの安全への取組み、特に直流電気安全や防

火・消防対策に関する基準化、標準化、ガイドライン化等の推進と周知に対する取組

みは、産業界としてしっかり対応してゆくべき事項である。

また、設置に当たっては、国立公園の周辺を始めとして周辺環境・景観への影響に

も配慮が必要である。環境省において検討がなされているが、適切な設置推進のため

には明確な指針を示すことが重要である。

太陽光発電設備の稼働容量の増加と共に、廃棄される物量の増加に対する準備を進

める必要がある。既に環境省、経済産業省は、導入量が大きく増加をし始めた 2013 年

から両省合同の検討会を設置し、将来における「使用済再生可能エネルギー設備のリ

ユース・リサイクル・適正処分に関する調査」を実施している。物量の多い太陽光モ

ジュールについては、機器寿命は 30年程度期待でき、廃棄量が増えるのは 2040 年以

降でると考えられるが、ガラスの資源化、アルミ、銀他の金属の回収・再利用等、静

脈産業が適切な処理を行えるよう、準備を進めることが重要である。
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４．まとめ

再生可能エネルギーの導入は、2012 年 7 月に固定価格買取制度が導入されて以降、

急激に導入の速度が速まった。特に太陽光発電は、建設期間が短いことや地域偏在性

が少ないことから集中的に導入が進み、平成 26 年度には設備認定が 70GW を超えた。

地域では、各電力会社の軽負荷時の電力需要量を設備認定量が上回ったことなどか

ら、緊急対策として固定価格買取制度の見直しが行われた。

本年度の提言では、太陽光発電を継続的かつ安定的に成長させるべく、「固定価格

買取制度による太陽光発電の健全な普及を目指して」、「変化する電力事業環境と太陽

光発電」、「太陽光発電を利用したスマートコミュニティの実現」、「太陽光発電システ

ムを活かすための蓄電池の併用」、「太陽光発電産業」の 5つのテーマについて取り上

げた。

提言１では、「太陽光発電の持続的発展」には、エネルギー基本計画と連動した固定

価格買取制度や、わが国の太陽光発電市場の持続的発展を目指し、持続的発展に向け

た制度の在り方について提言を行った。

提言２では、「変化する電力事業環境と太陽光発電」として、電力システム改革が進

む中で、太陽光発電の普及が円滑に推進できるよう提言を行った。

提言３では、「太陽光発電を利用したスマートコミュニティの実現」を取り上げ、住

宅用ではスマートハウス、非住宅用ではスマートビル、スマートシティでの太陽光発

電の重要性について提言した。

提言４の「太陽光発電システムを活かすための蓄電池の併用」では、太陽光発電と

蓄電池を併用することで、今後の太陽光発電システムの普及拡大への提言を行った。

提言５では、「太陽光発電産業」をテーマに、太陽光発電システムのコスト低減化、

技術開発及びエネルギーマネジメントシステムの重要性、安全・安心への取り組みに

ついて提言した。

冒頭に述べたとおり、固定価格買取制度が開始し約 2ヶ年の間、制度面では系統制

約と国民負担の拡大の懸念が出てきたことから、平成 26 年秋には新エネルギー小委

員会の系統 WG を設置され、再生可能エネルギーの持続可能量の検証を行い、変動電

力である太陽光発電と風力発電に出力制御の拡大が決まった。また、FIT 国民負担の

軽減化の為に、時間とともに低下する太陽光発電の適用価格をよりタイムラグが生じ

ないよう、また、変化を取り込むべく制度の運用ルールの改定も実施され、平成 27年
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1 月の政省令改正によって制度見直しが速やかに実施に移された。いずれも健全な普

及へ向けて、平成 26 年度内の緊急措置として固定価格買取制度の見直しが実施され

たことは今後の継続的な普及の面では評価できよう。

一方で、我が国での電力需要に占める太陽光発電の比率は、IEAPVPS2014 報告では、

約 1.4%と、イタリア 8%、ドイツ 6%に比べればまだまだ低い水準にある。今後、太陽

光発電の健全な普及目指していくためには、中長期的な立場から系統問題を解決して

いく必要がある。

平成 27 年度から発足する広域的運営推進機関の強化運営による地域間連系の強化

や、地域間連系線の運用ルールの見直しなどは、今後の地域での電力余剰対策として

有効といえる。提言１でも示した通り中長期的には、地域間連線の運用容量の拡大な

ど再生可能エネルギー全体の普及においても進めるべき重要なテーマである。

本年の提言が、将来の太陽光発電の普及に貢献することが出来れば幸いである。



５．参 考 資 料
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１．太陽光発電の市場動向・導入状況

（１）わが国の太陽光発電の需要動向

平成 24年 7月からの固定価格買取制度の導入以降、再生可能エネルギーの中でも太陽光

発電は、事前評価や設計から施工までの期間が短いことや、初期 3ヶ年の事業性に配慮した

買取価格設定などから集中的に導入が拡大した。

太陽光発電協会の出荷統計によれば、平成 25 年度の国内出荷量は 8.5GW と、平成 24 年度

の 2.2 倍以上となった。市場構造も住宅用の 27%に対して、非住宅用は 72%となり大きく市

場をリードする結果となった。

非住宅市場では、小規模産業用（50kW 未満の低圧契約領域）、ミドルソーラとして中規模

公共産業用（高圧契約領域）、大規模メガソーラー（2000kW 以上の特別高圧）に分けられる

が、小規模産業用と、2MW 未満のメガソーラーが大きな成長を示している。

後述する、設備認定での平成 25年度以降の月別運転開始量の水準は、60～64 万 kW 程度で

あり認定ベース（PCS 基準）年間約 7～8GW に達している。今後の固定価格買取制度の見直し

にもよるが、当面、数年間はモジュール出荷基準で 8～9GW/年程度になるだろうと想定され

ている。

図-1.1 に日本の導入状況を示す。（モジュール出荷統計基準）

図-1.1 日本の太陽光発電の出荷実績（会計年度ベース）JPEA 統計資料から作成
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（２）世界の太陽光発発電の需要動向

2013 年の太陽光発電の世界市場を見ると、これまで世界市場をリードしてきた欧州市場は

経済停滞や期待以上に太陽光の導入が進んだことから、イタリア、ドイツの成長が鈍化する

一方で、イギリスの拡大が見られた。欧州市場全体のマイナスをカバーする形で、日本を含

めたアジア、米国などの市場の伸びが著しい結果となった。IEA の PVPS TREND REPORT 2014

では、2013 年の世界の導入量を約 40GW としている。中でも、中国政府による中国国内太陽

光導入目標の大幅引上げによる国内市場の拡大策が進んでいる。

図-1.2 に IEAPVPS による世界の市場動向、図-1.3 に 2013 年の国別導入比率

図-1.4 に電力需要に対する太陽光発電の理論構成比率を示す。

図-1.2 世界の太陽光発電市場の推移          図-1.3 国別の構成比率

      

図-1.4 世界各国の電力需要に対する太陽光発電の理論構成比率
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（３）国内設備認定状況について

固定価格買取制度が導入された平成24年 7月から平成 26年 11月までの太陽光発電の設備

累積認定容量は 70GW を超えた。図-1.5 に示される通り、導入初年度（平成 24年度）、翌年

度（平成 25 年度）にはメガソーラー等の非住宅分野での設備認定が大幅に増加したが、平

成 26 年度以降は、設備認定の失効ルールの明確化がなされたことや、調達価格水準が低下

したことなどから平成26年の認定容量は横ばいとなっている。又、平成24年度、平成25年

度の 400kW 以上の認定案件に関しては報告徴集による厳格化が実施され一定期間内に、土地

の確定並びに設備の発注がなされていないと認定が失効する措置が行われている。必ずしも

現在認定されている設備容量が全て接続するわけではないことも留意する必要がある。
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図-1.5 太陽光発電の累積導入状況（設備認定容量）

図-1.6 太陽光発電の設備認定容量の規模別構成
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一方、平成 24 年 7 月から平成 26 年 10 月までの、累積設備運開量は、13.8GW（10 月末）の

水準であり、設備認定量の 20%の水準となる。

平成 24年 7月以降、月次運開量の推移が図-1.7に示されているとおり、平成 25年以降の導

入は、月平均で 64万 kW、年間 7.7GW 水準のペースである。

また、設備規模別の認定容量と運開容量については、図-1.8 に示す。
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２．固定価格買取
（１）太陽光発電調達価格の推移

固定価格買取制度は、再生可能エネルギーの買入費用を一時的に各電力会社が負担し、最

終的には、kWh 当たりの賦課金（サーチャージ）として必要な費用を全ての電力使用者（国

民）が電気料金の一部として負担する仕組みであり、調達価格は、毎年調達価格等算定委員

会によって定められる。これまでの太陽光発電の調達価格推移を、表-2.1 に示した。

表-2.1 太陽光発電の調達価格の推移（平成 24 年度～平成 26 年度）

10kW 未満 太陽光発電 調達価格の推移

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度

調達価格 42 円/ｋWh 38 円/ｋWh 37 円/ｋWh

資本費

想定ｼｽﾃﾑ単価 46.6 万円/kW 42.7 万円/kW 38.5 万円/kW

補助金単価
国   ： 3.5 万円/ｋW

自治体： 3.8 万円/kW

国   ： 2 万円/ｋW

自治体： 3.4 万円/kW

補助金廃止にともない自治

体もふくめ控除しない

運転維持費 0.47 万円/kW/年 0.43 万円/kW/年 0.36 万円/kW/年

設備利用率 12% 12% 12%

IRR 3.2% 3.2% 3.2%

調達期間 10 年 10 年 10 年

10kW 以上 太陽光発電 調達価格の推移
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度

調達価格(外税） 42 円/ｋWh 36 円/ｋWh 32 円/ｋWh

資本費

ｼｽﾃﾑ単価 32.5 万円/kW 28 万円/kW 27.5 万円/kW

土地造成費 0.15 万円/ｋW 0.15 万円/ｋW 0.4 万円/ｋW

接続費用 1.35 万円/ｋW 1.35 万円/ｋW 1.35 万円/ｋW

運転維持費 0.9 万円/kW/年 0.9 万円/kW/年 0.8 万円/kW/年

設備利用率 12% 12% 13%

IRR 6% 6% 6%

調達期間 20 年 20 年 20 年

尚、固定価格買取制度では、施行日から起算して3年間は、特定供給者（再生可能エネルギ

ー設備設置者）が受けるべき利潤に配慮することが定められ、10kW以上の太陽光発電では、

IRR4%に+2%の配慮がなされてきたことから、平成27年度以降では10kW以上の太陽光発電の調

達価格設定の見直しが実施されると想定される。

（２）接続導入可能量の検討

   1.(3)で示された通り、10kW以上の設備認定の急激な拡大によって、各電力会社への系統

接続申込みが集中した結果、系統対応が追いつかない地域が発生した。特に、平成26年度初

頭には全国の設備認定量の約1/4が九州地区に集中した結果、九州電力は今後、管内の太陽

光発電の系統接続申請容量が、電力需要の少ない軽負荷需要を上回ることで需給調整が出来

なくなる懸念が出てきた。平成26年9月下旬には、九州電力は接続申込み受付を一時保留す

ることになり、接続申込みが集中している電力会社も追従する結果となった。国はこのよう

な状況に鑑み、新エネルギー小委員会の下に、系統WGを設置し（平成26年10月）、九州電力

に続き、他の6電力（北海道、東北、沖縄、中国、四国、北陸）を含んだ、各電力会社の再

生可能エネルギーの導入可能量の試算と検証を行った。この結果を、表-2.2に示す。
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表-2.2 電力各社の接続可能量、接続申込み量の状況について（経済産業省資料）

（３）指定電気事業者制度の導入

国は系統WGで検証された太陽光発電の接続可能量に対して、接続申込量が既に上回っていた

り、上回ると見込まれる電力会社については、指定電気事業者制度（電気事業者による再生

可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法）によって、6電力会社を平成26年12月22日

指定電気事業者に指定した。既に指定されている北海道電力に加え、東北電力、北陸電力、

中国電力、四国電力、九州電力、沖縄電力の7電力会社となる。

この結果、指定電気事業者は、接続申込量が接続可能量を上回った場合には、従来ルール

である「500kW以上の設備については、30日の無補償の出力制御が可能」から、「30日（360

時間）を超えて、500kW未満の設備に対しても無補償の出力制御が可能」となる。後述する

今回の制度見直しでは、時間単位での出力制御を可能とすべく、遠隔出力制御システムの導

入を行うことや、住宅用の太陽光発電(10kW)未満については、指定電気事業者制度の下でも

出力制御での優先的な取扱いとされる（抑制順位は一番最後）ことも示された。

（４）今回の省令改正に伴うパブリックコメントでの指摘等を踏まえた対応

新エネルギー小委員会並びに、系統WGでの検討を経て、新たな出力制御システムの下での再

生可能エネルギーの導入への移行及び固定買取制度の見直しが12月18日に提案され、パブリ

ックコメントの実施を受けて、1月22日に省令と関係告示が交付された。施行は1月26日、省

令の一部および告示については、2月15日に施行）

パブリックコメントを踏まえ追加対応された内容は次のとおり

・接続可能量の定期的な検証

・出力制御に関するルールやその遵守状況をチェックする仕組み等の整備

・出力制御期間の見込みの公表等

・連系線利用ルール等の見直し
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・住宅用太陽光発電等の小規模太陽光発電（500kW 未満）や小規模風力発電（20kW 未満）対

  する出力制御の適用時期の後ろ倒し（各電力会社の接続状況に応じた制度の施行時期の適

用）

・太陽光発電設備の仕様変更時の調達価格変更等の施行日の延期

（５）出力制御関係の見直し（改正省令・告示 平成 27年 1月 26 日施行）

電力系統への接続に制約が生じる中で、最大限に再生可能エネルギー導入（kWh ベース）

を実現するため、より実行的かつ細かな出力制御ルールを導入することが実施される。

特に、現行ルール下での接続申込量が接続可能量に達していない電力会社においても、小規

模設備を含め時間単位で制御を行うシステムに移行することで、接続可能量を拡大すること

になった。

・出力制御対象の見直し

（出力制御可能な範囲を、従来の500kW 以上から500kW未満まで拡大する）

・日数単位から時間単位への移行

（出力制御の上限を、日単位（30日/年）から時間単位（太陽光360時間）とする）

・接続可能量を超えた場合には、特定電気事業者制度を活用し、出力制御の上限を外してさ

らに接続を継続

特に、出力制御をより実効性のあるものとするため、制御可能な機器等の設置対応や、小

規模案件についての一定の配慮を行うことも定められた。

電力会社毎に決められた出力制御ルールの適用関係を、表-2.3 に示す

表-2.3 電力会社毎の太陽光に対する出力制御ルールの適用関係（経済産業省資料）

又、平成27年2月3日の新エネルギー小委員会では「出力制御の運用に関する検討の方向性」

について審議が行われた。1月26日から施行された省令等による規程を基に、各電源の出力

制御に関するルールが提示された。(図-2.1）、今後の発電設備間の出力制御について、一

定の運用ルールを定めることが必要とされ、各電力会社が制御を実施していくためには、公

平性、透明性を持った運用の方向付けが早急に必要である。
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図-2.1 各電源の出力制御に関するルールについて（経済産業省資料）

今後の具体的な出力制御方法（例）も示され、通信回線を利用した遠隔制御機能付パワー

  コンディショナや、出力制御カレンダー取得・書き換えなどの制御方式も紹介された。

   

図-2.2 出力制御システムの概要（経済産業省資料）
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（６）固定価格買取り制度の運用ルールの見直し（改正省令告示平成 27年 1月 26日施行）

第 6回、第 7回の新エネルギー小委員会の議論を踏まえ第 8回の委員会（平成 26年 12月 18

日）で、固定価格買取制度の運用改善案（ルールの見直し案）がまとまった。

特に設備コストの低下が進む太陽光発電に関しては、過剰な利益を発生させないため、設備

の仕様やコスト構造が、最終決定する時点に可能な限り近い時点で調達価格が決定するよう

に調達価格の決定ルールを見直す内容で、結果として国民負担を抑制しつつ、再生可能エネ

ルギー円滑な拡大を図ることになる。平成26年 12月 19日には制度運用ルールの見直し内容

がパブリックコメントにかけられ、平成 27 年 1 月 22 日に公示、平成 27 年 1 月 26 日から施

行された。

固定価格買い取り制度の運用見直しは

・太陽光発電に適用される調達価格の適正化

（価格適用時期を接続契約時に、運転開始前、運転開始後の変更の厳格化）

・接続枠を確保したまま事業を開始しない「空押さえ」の防止

などが骨子であり詳細を、図-2.3 に示す。

図-2.3 固定価格買い取り制度の運用見直し（経済産業省資料）
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３．太陽光発電産業の視点

（１）NEDO の PV Challenges

平成 26 年 9月 30 日、NEDO は「太陽光発電開発戦略（NEDO PV Challenges）」を策定した。

掲げる開発コスト目標を以下に示す。（図-3.1 参照）

①2020 年に業務用電力価格並の発電コスト達成

大量導入社会での国民負担を軽減するため、業務用電力価格並の発電コスト 14 円/kWh の見

通しを得た。

⇒ 今後は、これまで得られた開発成果を踏まえ、ヘテロ接合技術やバックコンタクト技術

を用いた結晶 Si 太陽電池の高効率化、大面積化、モジュール化、量産化技術の開発等によ

り発電コスト 14円/kWh を実現。

②2030 年に基幹電源並の発電コストへ

究極の低発電コスト（従来火力発電並の発電コスト 7円/kWh）を目指す。

⇒ 結晶 Si 太陽電池の性能向上・コスト低減追求、超高効率太陽電池の量産技術開発、製

造工程に真空や高温プロセスを要しない新たな太陽電池の実用化、システム効率向上、高信

頼性モジュールの開発等により実現。

③新たな価値創造で世界をリード

導入形態の多様化や新たな利用方法の開発によって、太陽光発電の裾野を拡大。2030 年の世

界の太陽光発電市場を睨み、高付加価値産業（システム・サービス、新規用途）の開拓等、

“世界で勝てる分野”を開発強化。

⇒ 着色、透明、フレキシブル等の意匠性、熱回収と発電のハイブリッド機能等の多機能化

による太陽電池モジュールの付加価値や、独立電源利用時の配線コスト削減効果等の発電電

力以外の経済価値創出、新たな低コスト設置技術の開発による導入先開拓や配電ビジネス等

川下産業への展開等により実現

       

    

  図-3.1 NEDO PV Challenges の発電コスト目標   
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（２）太陽光発電の便益について

太陽光発電協会は平成 26 年 8 月の新エネルギー小員会で、太陽光発電の便益について発表

した。「３Ｅ+Ｓ」の観点から、地球規模のグローバル、国家・国民、地域・住民のレベル

で便益を示している。図-3.2 に太陽光発電の大量導入がもたらす便益、図-3.3 には、便益

の試算結果を引用した。

       

図-3.2 太陽光発電の大量導入がもたらす便益（太陽光発電協会資料）

     図-3.3 太陽光発電の便益の試算結果（太陽光発電協会資料）
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（３）産業界によるコスト低減のアプローチ

太陽光発電協会は同じく平成 26 年 8 月の新エネルギー部会で、産業界が実施している太陽

光発電システムのコストダウンについて紹介した。大きく、太陽電池セルモジュールのコス

トダウン、パワーコンディショナのコストダウン、基礎・架台のコストダウンについて示さ

れた。

図-3.4 にセル・モジュール関係、図-3.5 にパワコン関係、図-3.6 に基礎・架台関係の資料

を引用した。

        図-3.4 セル・モジュールのコストダウン例（太陽光発電協会資料）

         図-3.5 パワーコンディショナのコストダウン例（太陽光発電協会資料）
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図-3.6 基礎・架台(支持構造物)のコストダウン例（太陽光発電協会資料）
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　　　　　　　　自　　平成２６年７月　１日

　　　　　　　　　　　　　　任　　期

　 　　　　　　　　至　　平成２８年６月３０日

氏　　名 　　会  社  名  等　　　 役　　　職

牛　山　　　泉   足利工業大学  理事長兼学長

笠　　　俊　司   株式会社ＩＨＩ
 技術開発本部 管理部
技術企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ担当部長

後　藤　弘　樹   出光大分地熱株式会社  地熱事業総括マネジャー

檜　山　浩　國   株式会社荏原製作所  技術・研究開発統括部長

　川　越　祐　司　 　株式会社ＮＴＴファシリティーズ
 取締役
エネルギー事業本部長

中　嶋　規　之   大阪ガス株式会社  顧　　問

新　川　隆　夫   鹿島建設株式会社  執行役員環境本部長

三　浦　良　隆   関西電力株式会社  研究開発室長

後　藤　　　清 　株式会社関電工
 取締役専務執行役員
技術開発本部長

佐々木　有  三   九州電力株式会社  取締役 常務執行役員

櫻　井　繁　樹 　京都大学大学院総合生存学館  教　　授

石　垣　和　男   株式会社熊谷組  取締役副社長

倉　重　有　幸   公営電気事業経営者会議  専務理事

水　口　　　誠   株式会社神戸製鋼所  常務執行役員

佐　野　正　治   国際石油開発帝石株式会社
 取締役 専務執行役員
技術本部長

武　内　敏　秀 　西部ガス株式会社  常務執行役員

小　島　信　一   佐藤工業株式会社
 常務執行役員
土木事業本部長

和　田　弘　道   四国電力株式会社  常務取締役

細　川　政　弘   清水建設株式会社  執行役員

西　堀　　　仁 　シャープ株式会社  東京支社次長

小　倉　　　滋   JFEスチール株式会社  専　　務

西　島　弘　也 　JX日鉱日石エネルギー株式会社  取締役　常務執行役員

牛　根　克　弘   JX日鉱日石探開株式会社  代表取締役社長

加　藤　元　彦 　一般財団法人 石炭エネルギーセンター  専務理事・事務局長

高　橋　秀　明   石油資源開発株式会社
 執行役員 環境・新技術事業本
部副本部長

新エネルギー産業会議審議委員名簿
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氏　　名 　　会  社  名  等　　　 　役　　　職

杉　本　博　文   全国町村会  経済農林委員長

玉　井　裕　人 　ソーラーフロンティア株式会社  代表取締役社長

今　酒　  　誠   大成建設株式会社  役員 環境本部長

髙　橋　紀　行   株式会社竹中工務店  常務執行役員

中　村　　　慎   株式会社竹中工務店
環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ本部
ｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ長

茅　　　陽　一  公益財団法人 地球環境産業技術研究機構  理　事　長 

中　田　晴　弥   地熱技術開発株式会社  代表取締役社長

瀬　古　一　郎   中央開発株式会社  代表取締役社長

平　野　正　樹   中国電力株式会社  常務取締役

島　田　邦　明   帝石削井工業株式会社  代表取締役社長

日　野　　　稔   電源開発株式会社  代表取締役副社長

高　島　賢　二 　一般社団法人 電力土木技術協会  専務理事

浜　田　　　滋   東京ガス株式会社  技術戦略部長

黒　川　浩　助   東京工業大学  特任教授

石　谷　  　久 　東京大学  名誉教授

芋　生　憲　司   東京大学  教　　授

山　口　　　博   東京電力株式会社  取締役 代表執行役副社長

志　賀　重　範   株式会社東芝  執行役専務

住　吉　幸　博 　東芝燃料電池システム株式会社  代表取締役社長

前　原　雅　幸 　東電設計株式会社  常務取締役 土木本部長

中　村　  　修 　東邦ガス株式会社
 取締役常務執行役員
技術開発本部長

笹　川　稔　郎   東北電力株式会社  常務取締役

乘　京　正　弘   飛島建設株式会社
取締役常務執行役員
建設事業本部長

樫　根　喜　久   トヨタ自動車株式会社  東京技術部 部長

野　口　義　文   日鉄鉱業株式会社  常務取締役

豊　田　正　和  一般財団法人 日本エネルギー経済研究所  理　事　長

田　中　一　幸  一般財団法人 日本環境衛生センター
 東日本支局 環境工学部
建設技術課長
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氏　　名 　　会  社  名  等　　　 　役　　　職

小　野　信　市   株式会社日本製鋼所  常務執行役員 研究開発本部長

井　島　功　晴   日本電気株式会社  ｴﾈﾙｷﾞｰｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ事業部長

入　澤　　　博 　株式会社ニュージェック  執行役員 

木　下　壽　昌 　株式会社安藤・間  土木事業本部長

野　村　淳　二   パナソニック株式会社  顧　　問

高　本　　　学   株式会社日立製作所 電力ｼｽﾃﾑ社 電機ｼｽﾃﾑ事業部長

小　橋　　　亙   日立造船株式会社  常務取締役 事業企画本部長

  神　本　正　行　   弘前大学　  学長特別補佐

江　口　直　也   富士電機株式会社 執行役員 技術開発本部長

堀　　　祐　一   北陸電力株式会社  取締役副社長

酒　井　　　修   北海道電力株式会社  取締役副社長

横　田　　　浩   前田建設工業株式会社  常務理事

前　田　太佳夫 　三重大学  教　　授

平　林　　　豊   三井金属鉱業株式会社  取締役兼常務執行役員

土　井　宣　男 　三井造船株式会社  取締役 技術開発本部長

八　島　英　彦   三菱化学株式会社
 執行役員　経営戦略部門
RD戦略室長

児　玉　敏　雄   三菱重工業株式会社 技術統括本部長

山　脇　雅　彦 　三菱電機株式会社
 電力・産業ｼｽﾃﾑ事業本部
副事業本部長

近　藤　比呂志   三菱マテリアル株式会社  常務執行役員

柴　田　芳　彰   三菱マテリアルテクノ株式会社  資源･環境・ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部長

森　川　哲　也   株式会社明電舎  常務執行役員

関　  　和　市 　逢甲大学大学院  客員教授

山　本　俊　一 　矢崎エナジーシステム株式会社  環境システム事業部 事業部長

秋　吉　　　優 　株式会社ユーラスエナジーホールディングス  執行役員

76名
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平成２６年度 太陽エネルギー委員会 名簿

氏  名 所   属／役   職

委員長 黒 川 浩 助
国立大学法人 東京工業大学

ソリューション研究機構 特任教授

副委員長 杉 本 完 蔵
ソーラーフロンティア（株）

総合企画部  参事

副委員長 黒 川 俊 夫
（株）価値総合研究所

特別相談役

委 員 内 田  哲 夫
（株）荏原電産

営業統括室 太陽光発電営業技術部  部長

委 員 榎 本  博 文
一般社団法人 日本電機工業会

新エネルギー部  部長

委 員 加 藤 潤
（株）ユーラスエナジーホールディングス

国内事業第三部 課長

委 員 角 矢  敏 尚
関西電力（株）

研究開発室 技術調査グループ  マネジャー

委 員 河 本 桂 一
みずほ情報総研（株）

環境エネルギー第２部 エネルギーチーム  シニアマネジャー

委 員 塩   将 一
積水化学工業（株）住宅カンパニー 商品開発部

商品企画部 技術渉外グループ グループ長

委 員 田 中 良
（株）ＮＴＴファシリティ－ズ

ソーラープロジェクト本部 部長

委 員 徳 下  善 孝
電源開発（株）

技術開発部 研究推進室  シニアエキスパート

委 員 得 平  洋 史
（株）竹中工務店  環境エンジニアリング本部

エネルギーソリューショングループ  課長

委 員 長 峯  卓
三菱電機（株）リビング・デジタルメディア事業本部

電材住設ＰＶ事業部 電材住設ＰＶ計画部 担当部長

委 員 新 国  貞 幸
一般社団法人 新エネルギー導入促進協議会

事務局長

委 員 西 原 徹
中国電力（株）

経営企画部門 電力取引担当  マネージャー

委 員 西 原  啓 徳
富士電機（株）発電・社会インフラ事業本部

発電プラント事業部 太陽光発電システム部 主席

委 員 西 堀 仁
シャープ（株）

東京支社次長 兼 渉外部長

委 員 長谷川 一 穂
（株）明電舎

電力ソリューション営業技術部 技師

委 員 林    正 和
京セラ（株）ソーラーエネルギー事業本部

マーケティング事業部 事業開発部  シニアエキスパート

委 員 吉 澤  正 昭
パナソニック（株）エコソリューションズ社  
エナジー商品営業企画部 商品営業企画グループ
太陽光・蓄電池商品営業企画チーム チームリーダー

委 員 吉 田 秀 典
カネカソーラー販売（株）

取締役 第二営業本部長
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平成２６年度 太陽光発電分科会 名簿

氏  名 所   属／役   職

主 査 杉 本 完 蔵
ソーラーフロンティア（株）
総合企画部  参事

副主査 黒 川  俊 夫
（株）価値総合研究所
特別相談役

委 員 内 田  哲 夫 （株）荏原電産
営業統括室 太陽光発電営業技術部  部長

委 員 加 藤 潤
（株）ユーラスエナジーホールディングス

国内事業第三部 課長

委 員 角 矢  敏 尚
関西電力（株）

研究開発室 技術調査グループ  マネジャー

委 員 河 本 桂 一
みずほ情報総研（株）

環境エネルギー第２部 エネルギーチーム  シニアマネジャー

委 員 塩   将 一
積水化学工業（株）住宅カンパニー 商品開発部

商品企画部 技術渉外グループ グループ長

委 員 摺 木 省 治
（株）ＧＳユアサ 産業電池電源事業部
新エネルギー推進本部 事業推進部 グループマネージャー

委 員 田 中 良
（株）ＮＴＴファシリティ－ズ

ソーラープロジェクト本部 部長

委 員 得 平  洋 史
（株）竹中工務店  環境エンジニアリング本部

エネルギーソリューショングループ  課長

委 員 中 川  雅 之 富士電機（株）発電・社会インフラ事業本部 発電プラント事業部
太陽光発電システム部 技術第一課 課長

委 員 長 峯  卓
三菱電機（株）リビング・デジタルメディア事業本部

電材住設ＰＶ事業部 電材住設ＰＶ計画部 担当部長

委 員 新 国  貞 幸
一般社団法人 新エネルギー導入促進協議会

事務局長

委 員 西 堀 仁
シャープ（株）

東京支社次長 兼 渉外部長  

委 員 林    正 和
京セラ（株）ソーラーエネルギー事業本部

マーケティング事業部 事業開発部  シニアエキスパート

委 員 峯 岸 利 明
（株）東芝 社会インフラシステム社 電力流通システム事業部  
太陽光発電システム推進部 太陽光発電システム技術部
国内システム技術担当 グループ長

委 員 山 口  信 一
パナソニック(株）エコソリューションズ社
エナジー商品営業企画部 商品営業企画グループ
太陽光・蓄電池商品営業企画チーム 産業用担当 担当参事

委 員 山 根 俊 博
清水建設（株）技術研究所 環境エネルギー技術センター
エネルギーマネジメントグループ 主任研究員

委 員 吉 田 秀 典
カネカソーラー販売（株）
取締役 第二営業本部長



 

  

 

 

 

 

 

太陽エネルギーの導入促進に関する提言 

 

平成２７年３月 

 

この提言書は、新エネルギー産業会議の審議を経て、新エネルギー 

財団がまとめたものです。内容などのご照会につきましては、下記 

事務局までご連絡願います。 

 

 

一般財団法人 新エネルギー財団 計画本部 

〒170-0013 東京都豊島区東池袋３丁目１３番２号 

電話 ０３－６８１０－０３６２ 

FAX  ０３－３９８２－５１０１ 




