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１．緒言

エネルギー資源のほとんどを海外に依存する我が国は、安全性の確保を前提とした

エネルギー安定供給と経済効率性、同時に環境への適合を目指すべく、引き続き努力

をすることになった。政府は平成 27 年 7 月に長期エネルギー需給見通しを定めると

ともに、12月の COP21 パリ会議に向けて CO2 削減目標を 2013 年比 26％とする約束草

案を提出した。COP21 パリ協定においては、世界が一丸となって温室効果ガスの排出

抑制に向けて最大限の努力をすることが合意されたところである。

再生可能エネルギーは、エネルギーセキュリティの確保と環境適合性に優れている

ために我が国を始め、経済先進諸国が共通してその拡大を目指す分野である。

なかでも、我が国の太陽光発電は、技術的に世界をリードしてきたこともあり、国

民参加型の再生可能エネルギーとして住宅用を主体に普及が進み、2012 年に始まっ

た固定価格買取制度により、さらに急速な普及拡大と大規模設備比率の拡大が顕著に

なってきている。

今、固定価格買取制度見直しや電力システム改革が進む中で、再生可能エネルギー

の中で主要な地位を占める太陽光発電が、経済的で長期安定電源として期待される設

備となるよう、住宅用を含む自律型電源と地産地消を主体にした電源並びに広域的な

需要に対応した系統電源のそれぞれに関係者の努力が続けられている。

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が我が国の電力需給にお

ける重要な役割を果たしていくことを念頭に、次の３つのテーマからなる提言をまと

めた。

１）太陽光発電の持続的な普及に向けて ２）電力システム改革・電力自由化と太

陽光発電 ３）長期安定電源へ向けて

本提言が関係各位に活用され、太陽光発電が我が国エネルギーの安定供給と地球環

境に寄与されることを願うものである。
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２．提言の概要

提言１：太陽光発電の持続的な普及に向けて

１－１ 持続的な普及を推進するための新たな枠組み

（１）分散型・地産地消の推進

・全国規模で普及拡大が進む FIT 太陽光発電を分散型・地産地消の電源インフラと

して、地域の持続的発展に資する資産として利活用できる措置を講ずるべき。

（２）蓄電池等（電力貯蔵機能）併用の推進

・系統負荷の低減につながる自家消費を志向する需要家に対して、蓄電池や EV充

電装置等の導入を加速させるインセンティブ制度を検討すべき。

（３）再生可能エネルギー電力としてのプレミアムの付与

・太陽光発電等の再エネ価値を再認識し、FIT 買取期間終了後を見据え再エネ電力

価格に対してプレミアムを付与する措置を検討すべき。

（４）既築・住宅/建物のネットゼロエネルギー化に向けた新たな枠組みの創設

・新築・住宅/建物と同様に既築・住宅/建物への太陽光発電導入を始めとするネッ

トゼロエネルギー化対策技術の導入推進に向けた枠組みを創設していくことが

必要。

１－２ 固定価格買取制度による買取期間終了後の継続的な設備運用

（１）太陽光発電電力の取り扱いの明確化

・住宅用太陽光発電からの余剰電力購入期間終了後も継続的に有効に活用がなされ

続けるための指針について早急に検討されるべき。

（２）発電（事業）継続に関する意思確認

・大量導入される非住宅用太陽光発電は、FIT 買取終了後も重要電源であることか

ら発電継続の意思を確認するための仕組みの導入検討が必要。

提言２：電力システム改革・電力自由化と太陽光発電

２－１ 消費者利用電気の観点からの提言

（１）分かりやすい再生可能エネルギーの電源構成の表示と説明

・消費者が電気を選択する際の電源構成の望ましい表示につき、状況等を適切にフ

ォローアップする仕組みを構築し、よりわかりやすい方向を目指すべき。

２－２ 太陽光発電の「30分同時同量」制度の特例と電力卸売市場の活性化の提言

（１）アグリゲーターの活性化支援

・小口の太陽光発電事業の継続的普及につながる需要家代理モデルを推進するア

グリゲーターを育成支援する環境整備をすべき。

（２）卸電力市場の活性化の支援

・再エネ電気を必要なタイミングで適正価格にて調達するため、卸電力市場でのス
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ポット市場の強化と 1時間前市場、リアルタイム市場の早期実現が必要。

（３）2019 年問題を踏まえた「スポット市場」での再生可能エネルギープレミアムに

ついて

・住宅用買取終了を見据え、スポット市場に加えて、太陽光発電などの再エネ電気

を扱う新しいプレミアム市場の創設を提案。

２－３ デマンドレスポンス・ネガワット電力取引について

・太陽光発電の更なる普及には、ネガワット取引制度の整備と電力使用状況を正確

に把握・制御する機器や、システムの整備に必要な支援策が必要。

提言３：長期安定電源へ向けて

３－１ 太陽光発電事業のあり方と制度運用

（１）FIT買取期間中

・FIT太陽光発電設備は国民全体で共有する電力供給インフラであることを社会的

に認知させ、適切な供給責任を事業者に促す制度見直しと運用策を検討すべき。

（２）FIT買取期間終了後

・住宅用については、継続利用可能確認を条件とし、余剰買取自体の継続を担保す

る制度が必要。

・非住宅用においては、事業者に事業継続の障害を軽減するなど発電事業の継続を

促すインセンティブ制度の導入が必要。

３－２ 長期安定電源として利用するための施策

（１）太陽光発電設備の健全性確保

・発電事業用設備については適切な設計・施工と適切な保守を担保する仕組みが

必要。例えば、①設計・施工・点検技術の資格制度、②設備の定期点検報告を

買取継続の条件、③FIT終了後の継続稼働・買取継続には設備健全性証明を条

件。

（２）中長期的な系統整備の推進

・太陽光発電等再エネ電力の継続的・安定的な設備導入には、系統連系制約がない

系統整備・増強のあるべき姿の構想検討が必要。

・住宅用の普及には、地産地消の分散型のスマートコミュニティ化を促すような適

切な系統整備のあり方の検討が必要。
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３．提言の趣旨説明

提言１：太陽光発電の持続的な普及に向けて

固定価格買取制度の推進により、太陽光発電の導入は着実に拡大・進展している。

その一方で、同制度による導入量の太陽光発電への偏重、未だ稼働していない認定取

得案件の多さ、などへの指摘への配慮、2016年 4月からの電力小売自由化をはじめと

する一連の電力システム改革への対応も必要となってきている。

これらを視野に入れた法改正（制度改変）の議論がまさに実施されているところで

あるが、中長期的な観点から、持続的な普及を支えるための制度の在り方についても

早期に検討を開始する必要がある。

１－１ 持続的な普及を推進するための新たな枠組み

（１）分散型・地産地消の推進

太陽光発電は元来、住宅や公共施設、産業施設などに設置して発電電力の自家消費

を前提とする分散型、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等の利用形態が市場化された。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つながっている。

最近の事例として、地方自治体も関与する地域 PPS(新電力)に関する取り組みや議

論が見られつつあるが、太陽光発電の持続的な普及を支えるためには、改めて分散型・

地産地消型という太陽光発電固有の利用形態に着目し、取り巻く技術の進歩を踏まえ

て、地域に根ざした普及が促進されるための枠組みを整備していくことが必要である。

住宅用のみならず、非住宅用（公共施設等）も含めて面的に導入された太陽光発電

による電力を全体として効果的かつ自律的に利用するシステムなど、スマートコミュ

ニティと連携した太陽光発電利用を推奨する枠組みを用意し、必要な措置（規制緩和、

技術開発、系統整備・強化、経済的支援（託送料金優遇等）など）を講じていくべき

である。

固定価格買取制度による買取期間が終了するシステムを受け入れることも前提と

し、遅くとも 2019 年度までに新たな枠組みを用意すべきである。

（２）蓄電池等（電力貯蔵機能）併用の推進

太陽光発電システム価格の低下に伴い、特に住宅用では、発電電力の自家消費を志

向するユーザーが増加していくことが想定されるが、自家消費比率を高めるためには

蓄電池等の電力貯蔵機能の活用が有効である。このことはコミュニティ内での地産地

消を効果的なものとするほか、電力系統負担（依存度）の低減にもつながる。

しかしながら、太陽光発電価格の低下と対比して、蓄電池等の価格は依然として高

い水準にあり、蓄電池等を装備したシステムの発電コスト（システムからの発電電力
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の価格）も高いままに留まっている。したがって、太陽光発電の持続的な普及を推進

するための新たな枠組みの二つ目として、蓄電池等の価格低下のための取り組みを加

速することに加え、その利用環境の整備（法令改変、規制緩和等）も並行して進めて

いく必要がある。

住宅用（10kW 未満）のみならず、固定価格買取制度により導入された非住宅用（10kW

以上）においても、買取期間の終了後（あるいはそれ以前）に追加的に蓄電池等を装

備することを推奨することも考えられる。例えば、小規模（低圧）の太陽光発電にお

いては自家消費を促し、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インセンティブを付与するこ

となどが考えられる。

（３）再生可能エネルギー電力としてのプレミアムの付与

2015 年 12 月の COP21：パリ協定において、世界一丸となって温室効果ガスの排出

の抑制に向けて最大限の努力を推進することが合意された。再生可能エネルギーの導

入拡大はこの合意を実践するために必要不可欠で、最大の効力を発揮するものである。

太陽光発電は、日本における再生可能エネルギー導入拡大の牽引役を果たしており、

かつ、分散型という大きな特徴を持つため、消費者自らが「設置」して、温室効果ガ

スの排出削減を実践することができる。

固定価格買取制度も含め、これまでに実施されてきた導入拡大の支援策は、高い初

期投資による経済的なデメリットを相殺することに主眼がおかれてきたが、今後は、

再生可能エネルギーとしての価値（地球温暖化対策、化石燃料消費節約、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、継続的な導入普及策が必要であ

る。具体的には、買取期間終了後の太陽光発電電力の価格について、スポット市場価

格あるいは回避可能原価に対してプレミアムを付与することが考えられる。

（４）既築・住宅/建物のネットゼロエネルギー化に向けた新たな枠組みの創設

太陽光発電システムの主たる用途となる住宅をはじめとする建物のネットゼロエ

ネルギー化は省エネルギー、ならびに再生可能エネルギーの最大限の利用によって実

現される。そして、建物所有者が自ら設置することができる太陽光発電はその必須ア

イテムとなる。

新築・住宅/建物のネットゼロエネルギー化（ZEH、ZEB）に向けては国土交通省が中

心となり義務化に向けた方策が講じられており、前述の蓄電池利用に対する支援も講

じられようとしている。

一方、国内に存在する建物の大半を占める既築建物については、現時点において具

体的な取り組みはなされていないが、地球温暖化対策、化石燃料消費節約を加速的に

推進するためには、既築建物への対策も不可欠である。

既築・住宅/建物のネットゼロエネルギー化に向け、既築住宅への太陽光発電導入

をはじめとする、対策技術の導入推進に向けた新たな枠組みを創設していく必要があ
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る。

１－２ 固定価格買取制度による買取期間終了後の継続的な設備運用

（１）太陽光発電電力の取り扱いの明確化

固定価格買取制度による住宅用太陽光発電からの余剰電力購入は 2019 年より順次

終了し、その量は年々増加していくが、これらの住宅用太陽光発電は買取期間の終了

時点で直ちに発電能力を失うわけではない。したがって、これらの余剰電力について、

買取期間終了後も有効に利用され続けるための指針について、早急に検討を開始する

必要がある。具体的には、自家消費主体あるいは分散型・地産地消システムの電源と

して継続的な運用を維持するための枠組みが現実的であると考えられる。

同様に、2032 年には固定価格買取制度による非住宅用太陽光発電も 20 年の全量買

取期間が終了する。非住宅用についても、発電事業（全量を売電）のみならず、自家

消費あるいは地産地消システムに転換して、運用を継続していくことも選択できる枠

組みが望ましい。

また、同時期に導入された、あるいは同時期に買取期間を終了する住宅用、非住宅

用で不整合（不公平）が生じないような取り扱いとするような配慮も必要であろう。

（２）発電（事業）継続に関する意思確認

2015 年 10 月末時点の固定価格買取制度による太陽光発電導入量（運開分）は約

28.7GW、うち非住宅用（全量買取）は約 20.4GW を占める。そして、今後も毎年数百万

kWずつの増加が見込まれ、認定設備容量からみて、非住宅用が中心となることは容易

に推測できる。

しかしながら、現時点において、これらの太陽光発電がいつまでエネルギーインフ

ラの一部として発電をし続けるかを把握する術はない。固定価格買取制度による買取

期間が一つの目安にはなり得るが、仮に買取期間終了とともに全ての発電設備が停止

してしまうと、非住宅用太陽光発電設備は 2032 年以降、毎年数百万 kWずつ失われて

いくことになる。その一方で、電力市場での売電に転じる等、一定程度は発電を継続

するものと考えられるため、将来において国内における再生可能エネルギー全般、ひ

いては電力全般に係る実情把握、ないしは政策検討にあたり混乱が生じることが懸念

される。

電力システム改革の流れの中で、市場原理によって、太陽光発電設備からの電力供

給義務的な要素も一定のルールとして構築されていくことも想定されるが、適切なタ

イミングで買取期間終了後の発電継続の意思を確認する仕組みの導入も必要と考え

られる。

このことは適切な電源構成・電力供給を維持していくことに加え、使用後処理を適

切に実施するためにも重要と考えられる。
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提言２：電力システム改革・電力自由化と太陽光発電

電力システム改革の第 2 弾となる小売全面自由化が 2016 年 4 月から施行され、ま

た、第 3 弾となる送配電部門の法的分離が 2020 年 4 月に計画されている。本年度の

提言では、電力システム改革、小売全面自由化のなかで太陽光発電に関係する部分に

絞って以下のとおり提言する。

２－１ 消費者利用電気の観点からの提言

（１）分かりやすい再生可能エネルギーの電源構成の表示と説明

小売全面自由化のなかで、消費者が電力購入先を選択する際の情報は、購入する電

源が化石燃料、原子力、再生可能エネルギーなどの電源の種類が重要となる。これま

で、電力システム改革制度設計小委員会では、固定価格買取制度による再生可能エネ

ルギーは、「FIT 電気」として表示した上で、小売電気売買のなかで説明することを決

めている。（即ち、FIT 電気を買取る際には、環境価値（CO2 排出価値）まで含めて賦

課金として全ての電気料金に配分されているため）

一方、ドイツや欧州では、需要家が特定の電源や、電源種別を指定して電力の購入

を行うことができる。我が国においても、小売全面自由化のなかでは消費者に対して

分かりやすい電源構成の表示が必要であり、電力取引監視等委員会の議論を踏まえた

「電力の小売営業に関する指針」なかで、電源構成の適切な開示に関する考え方が示

された。今回の指針では、再生可能エネルギーを含めた電源構成の表示開示は「望ま

しい行為」とされたが、消費者が電気を選択するには必要な情報であり、今後の小売

電気事業者が実施する表示の状況等をフォロｰアップし、よりわかりやすい方向を目

指すべきである。

２－２ 太陽光発電の「30分同時同量」制度の特例と電力卸市場の活性化の提言

全面自由化を推進するには、電力の需要と供給を一致させるための「同時同量制度」

がないと電力需給バランスが保てなくなる。これまでは電力会社が同時同量をはかり、

発電事業者や小売電気事業者は 30分単位「一日 48コマ」の「実数同時同量」が行わ

れてきたが、2016 年 4月以降は、加えて「計画値同時同量」も可能となる。すなわち、

発電事業者や小売電気事業者は、当日の１時間前に確定する計画値に需給を合わせれ

ばよくなり、実際の需給バランスは送配電事業者が行うことになり、計画値と実績値

の差についてインバランス調整料金の支払いはいらなくなる。

太陽光発電と風力発電は、自然変動が激しく発電事業者が計画値を決めにくいこと

から、特例措置①として、送配電事業者が計画値を設定し、インバランスの調整がな

い形で精算されることが決まっている。一方、特例措置②として、小売事業者自らが

計画値同時同量の責任リスクを負う形で送配電事業者に買取ってもらうことも可能

となっている。この場合、小売電気事業者は複数の発電事業者と契約したり、発電需

要予測などを多用すれば、発電事業者は収入を増やしたり、小売電気事業者は発電事
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業者を集めやすくなり運用次第で太陽光発電事業の運用も活性化できる可能性もあ

る。

（１）アグリゲーターの活性化支援

小売全面自由化では、需要家に変わって、小売電気事業者との割安な電気を購入で

きるような料金交渉を行うアグリゲーターと呼ばれる「需要家代理モデル」があらた

に出現する。特に太陽光発電などの FIT 変動電源は、直接買取義務のある小売電気事

業者が買取るのではなく、アグリゲーター経由で小売電気事業者に販売することで大

きな規模になれば需給調整がより効果的にできることになる。小売電気事業者にとっ

ても、変動電源である太陽光発電の上記特例措置②によって、自ら事業リスクをとっ

ていくことも可能となる。今後、アグリゲーターを育成できる環境整備支援を行って

いくことが、小口の太陽光発電事業者の継続的な普及につながるといえる。住宅用太

陽光発電は、発電者であり電力需要家であること、余剰電力契約として自らの発電量

や需要量を調整できることからアグリゲーター事業とも相性がよい。

（２）卸電力市場の活性化の支援

小売全面自由化での電力価格は、一般商品と同様に、需要と供給のバランスで価格

が決まるため、小売電気事業者は、卸市場から変化に応じた電力を調達したり売買す

ることで必要な電力を必要なタイミングで適正な価格で調達できる。

現在、「日本卸電力取引所」（JEPX）が、国内で唯一の卸電力市場であり、「スポット市

場」（前日の需給計画策定用現物取引）、「先渡市場」（2カ月先迄等中期的な売買）、「時

間前市場」（前日計画値から 1時間迄）、の 3 種の市場で構成されている。

電力自由化の促進には、再生可能エネルギーを含め、必要な電力を必要なタイミン

グで適正な価格で調達するために卸電力市場の活性化が不可欠である。これまでの、

卸電力市場で取引される調達量は少ない。小売全面自由化以降は、従来のスポット市

場の強化に加え、１時間前市場（インバランス最小化）、将来のリアルタイム市場（送

配電事業者のリアルタイム調整）などの早期実現を要請する。

また、長期の電源として電力価格を安定化させるための先物市場(1 年程度先)のニ

ーズもあり、今後より早い段階での先物市場の実現を要請する。

（３）2019 年問題を踏まえた「スポット市場」での再生可能エネルギープレミアムに

ついて

すでに 2-1(1)でも示したとおり FIT 電気の付加価値は、賦課金を負担している全

需要家に帰属するため、現状では、その付加価値を訴求しての取引は認められていな

い。しかしながら、これらに需要家に対価を支払うことで、この価値を移転すること、

すなわち、「発電時 CO2 ゼロの価値」と「再エネ電気を使いたいという価値」につい

ては、電気の価値に加えて対価を払う意志のある小売電気事業者や需要家に移転する

ことは可能と考えられる。住宅用の買取制度の終了する、2019 年を視野にいれ、従来
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のスポット市場に加えて、新しいプレミアム市場（付加価値追加電気(CO2 ｾﾞﾛ+再生ｴ

ﾈ利用)）を提案する。

今後 FIT 法が変わり、FIT 電気の買取義務者が一般送配電事業者になれば、買取ら

れた FIT 電気が日本卸電力取引所のスポット市場で全量売られる可能性がある。その

場合、FIT 電気の付加価値を、「賦課金を負担している全需要家」から「付加価値を欲

している小売電気事業者や需要家」に移転させる方法として、日本卸電力取引所のス

ポット市場で扱われる電気に付加する方法が考えられる。

メリットは、

①FIT電気の量と付加価値の管理・確認が可能

②現物と合わせることで投機的な取引をある程度抑制できる

③付加価値の価格を決定する上で、市場原理（入札方式）を働かせることが望まし

く、日本卸電力取引所を活用すれば透明で効果的な運用ができる。

スポット市場を活用した付加価値（プレミアム）取引は、FIT の買取終了電源、す

なわち 2019 年問題対策として有効と考えられる。

２－３ デマンドレスポンス・ネガワット電力取引について

これまで、電力供給が厳しいタイミングに、電力会社がアグリゲーターを間に入れ

て、節電協力を行い協力した事業者には節電量に応じた報奨金を支払う方式が「一般

的なデマンドレスポンス」として実施されてきた。

今後、2020 年 4月の発送電分離で、送配電部門が独立の事業会社になると、地域の

電力の需給バランスを調整するためにリアルタイム市場が（日本卸電力取引所（JEPX）

内に）立ち上がると想定されることから、今から変動電源に対する制度設計を検討す

ることが重要である。

これまでの国の議論（2015 年 3月）の節電電力・ネガワット電力取引では、電力会

社からの節電要請がなかった場合に見込まれる電力量を「ベースライン」として設定

して、実際の使用量（デマンドレスポンスによる削減）の差を削減量とみなす案が示

されている。具体的には電力会社から、需給予測に基づいて、アグリゲーターに節電

要請すると、節電量に基づき設定、削減量を確保することになるが、節電量は需要家

が 30 分単位で計測してアグリゲーターに報告する必要がある。節電量が事前に決め

た許容範囲を超えた場合には、ペナルティーは課せられる。

重要なことは、電力の使用状況を正確に把握して、需要機器や自家発電量、畜電池

システムなども制御できるエネルギーマネジメントシステム（HEMS,BEMS 等)が整備

されていることであり、太陽光発電の普及には、ネガワット取引整備のために今後何

らかの支援策が必要となる。

2019 年には余剰電力を売電している太陽光発電設置者の買取期間が終了すること、

2020 年からは発送配電の分離が実施されることから、今から準備が必要である。
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提言３：長期安定電源へ向けて

再生可能エネルギー導入促進関連制度改革小委員会の報告書において、系統接続を

実現して事業開始に至る適切な発電事業者が認定され、事業開始を故意に遅らせ設備

コストを低減させる等、不適切な停滞案件と判断される事業者が FIT 制度から排除さ

れる方向性が示されているのは、健全な太陽光発電産業の育成と国民負担の適正化の

観点からも高く評価すべきであろう。

更に、その設備の安全性や適切な運転管理に一定の義務を課す方向性、地域社会と

の共生の必要性、更には買取期間終了後にわたる安定稼働の重要性等、発電事業者が

計画段階から取り組むべき「適切な事業計画」のあるべき姿もその大枠が示されてい

る。

すなはち、適切な太陽光発電事業者が、適切に計画し、適切に設計・施工した設備

を適切に運転管理することが、FIT 制度の中で電力を販売し、FIT 終了後も基幹電源

の一端を担うために必要になる、というのが今般の制度改正で明確に示された方向性

である。

では、適切な設計・施工、適切な保守・運転管理をどのように実現すべきか。

ここでは、太陽光発電事業者のあるべき姿を示しつつ、適切な設備の設計・施工・

運用・保守を担保する方策について具体的な制度案を検討し、長期安定電源の実現に

つながる施策提言を行う。

３－１ 太陽光発電事業のあり方と制度運用

（１）FIT買取期間中

大量の太陽光発電所が我が国の系統に連系し稼働してゆくことから、これらの適切

な設計・施工・運用・保守による安定稼働の確保は、FIT 制度上の義務の有無に関わ

らず、太陽光発電事業者への、特に 10kW 以上の事業用設備に対する社会的要請であ

ろう。

これらの設備は、国民全体で共有している電力供給インフラと考えるべきで、発電

の停止等は一事業者の損失に留まらず、社会的損失につながるものである。適切な発

電量を確保し、供給義務に応えることは、これらの太陽光発電所が電力供給インフラ

として社会的に認知されるために必須である。

逆に言えば、このような供給義務に応え得る太陽光発電事業者が制度運用の中で選

ばれ、FIT 期間中及び終了後にわたって電力供給インフラを支え続けることが出来る

ように、今般の FIT 制度見直しの中で制度及びその運用について詳細検討してゆくべ

きである。

（２）FIT買取期間終了後

2019 年より 10kW 未満の住宅用では FIT 買取期間が終了する設備が発生する。これ

らの多くが発電継続可能となるような制度の必要性については提言 1でも述べた。
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必要に応じたパワーコンディショナーの交換対応等も含めて、継続稼働にふさわし

い設備であることを確認することを条件とすべきだが、余剰電力買取自体の継続が担

保される制度が必要である。更に、蓄電池設置への補助施策等で、より経済性の優れ

た自家消費を強く推奨してゆく施策は、FIT 買取期間終了した住宅用太陽光発電設備

の有効活用につながるものである。

10kW 以上の事業用の設備においては、電力供給インフラの一端を担い続けるべき

で、それにふさわしい発電事業者には、発電継続のインセンティブが示されることが

望ましい。例えば、通常 20 年が契約期間である土地の貸借契約についても、発電継

続のために契約を延長する場合に土地所有者へ税制面で配慮する等、発電事業者の事

業継続のための障害を軽減する制度が検討されることが望ましい。

また、FIT 買取期間終了時点で発電事業から撤退する事業者に対して、その設備の

継続運用を行う、地域に根ざすスークホルダーで構成される「発電事業コンソーシア

ム」等の受け皿と、そこへの委譲の推奨を、制度上に準備すべきではないか。

FIT 制度により導入された太陽光発電設備は、前述の通り国民で共有している電力

供給インフラであり、発電事業者による発電継続へのインセンティブ、及び事業撤退

時の受け皿準備等による、既設設備の有効活用は、計画通りのエネルギーミックスの

実現に不可欠である。

３－２ 長期安定電源として利用するための施策

（１）太陽光発電設備の健全性確保

特に、事業用太陽光発電設備について、構造物としての適切な設計・施工、電気工

作物としての適切な設計と施工、更には適切な保守を担保する仕組みが必要になる。

この要請に対応するためには、技術基準の確立、技術者育成が必要である。同時に、

適切な技術をもつ技術者に資格を与える資格制度の運用と、資格者による点検には、

制度上のインセンティブを与える等の運用上の工夫により、発電事業者の責務を、適

切かつ簡便に果たすことのできる環境を整えるべきである。例えばFIT買取期間中は、

設備の適切な運用を定期的に報告することを買取継続の条件にし、資格者による点検

報告があれば、詳細報告の免除と買取継続判定簡素化等の運用が想定できる。

また、FIT 買取期間終了後以降の安定稼働のための保守・修繕の技術確立、技術者

育成も同じく重要である。この要請に対応するためにも、上記資格者を活用し、FIT

買取期間終了後の系統接続・買取継続のための点検を資格者に依頼する、等の運用が

考えられる。

以上を整理すると、

①設計・施工・点検技術の資格制度確立。（技術基準の確立、技術者養成、資格制度運

用）

②FIT買取期間中は点検結果報告を買取継続の条件とする。

③FIT 買取期間終了後の継続稼働、買取継続（FIT 価格で買取継続するわけではない

が、適切な市場プレミアムは検討すべき）にも点検による設備健全性の証明を条件
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とする。

という、制度運用の提案となる。

（２）中長期的な系統整備の推進

計画通りのエネルギーミックスを実現するに当たり、系統の整備・増強による適切

な規模での設備導入の継続は必須である。継続的・安定的な設備導入実現のためには、

ローカルな接続問題、地域内の基幹系統のあり方、地域間の連系線のあり方等、種々

のレベル、種々の時間軸での課題解決が必要である。ここで大切なのは、中長期的に

我が国の系統をどのように整備・増強すべきか、あるべき姿を構想しておくことであ

る。

特に、原子力・火力等の大規模発電所から需要地へのネットワークだけでなく、太

陽光発電所のような、種々の規模の発電所がネットワークの多くの地点に設置される

環境も視野に入れた検討が重要になる。

住宅用設備での自家消費推奨については既に述べたが、これをコミュニティ単位へ

広げ、需要側の制御も含めて、スマートコミュニティ化を進めるべきである。既に提

言 1で太陽光発電設備の自律的な普及のためにも地産・地消の推進が必要であると述

べたが、中長期的視点からこれらを系統計画へ適切に織り込むことで、強靭なエネル

ギーシステム構築に直結する系統整備を行うことが可能になり、必要な規模の設備導

入と、その長期稼働によるエネルギーミックスの目標値達成につながる。



13

４．まとめ

2015 年度は今後の再生可能エネルギーの普及にとって、制度設計の面で節目とな

る年となった。2030 年の長期エネルギー需給見通しで再生可能エネルギーの導入水

準が策定されたこと、また、この結果は我が国の温暖化ガス削減目標の約束草案とし

て COP21 に反映されたこと、固定価格買取制度のより効率的な運営を目指した法律改

正のために「再生可能エネルギー導入促進関連制度改革小委員会」での審議が行われ

顕在化した課題の方向付けがなされたこと、電力システム改革の第 2弾となる電力全

面自由化に伴う、再生可能エネルギーに係る環境整備も進んでいる。

このような背景を踏まえ、本年度の提言では、中期的な視点から太陽光発電の継続

的かつ安定的な普及を実現するために、「太陽光発電の持続的な普及」、「電力システ

ム改革と太陽光発電」、「長期安定電源化」の 3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な普及」に向けて、新たな枠組みとして「分散

型・地産地消の推進」や「蓄電池等（電力貯蔵機能）併用の推進」、「再生可能エネル

ギー電源としてのプレミアムの付与」、「既築・住宅/建物のネットゼロエネルギー化

に向けた新たな枠組みの創設」、FIT 買取制度終了後の継続的な設備運用として「太陽

光発電電力の取扱いの明確化」、「発電継続に関する意思確認」などについて示した。

  提言２では、「電力システム改革・電力自由化での太陽光発電の普及」として、消費

者利用電気の観点から「わかりやすい再生可能エネルギーの電源表示の重要」、電力

市場活性化の面から「アグリゲーターの活性化支援」、「卸電力市場の活性化支援」

「2019 年問題を踏まえた太陽光発電のプレミアム化」など、また、あらたな需給源調

整としての「デマンドレスポンス・ネガワット取引」の必要性などに触れた。

  提言３では、長期安定電源化に向けて、「太陽光発電事業の在り方と制度運用」とし

て「FIT 買取期間中」、「FIT 買取期間終了後」について示した。長期安定電源として

利用するための施策として「太陽光発電の健全性の確保」、「中長期的な系統整備の推

進」について示した。

再生可能エネルギーの中でも自然変動電源である太陽光発電は、諸外国の例をみる

までもなく、フレキシブルな電力システムと調和することで、変動型再生可能エネル

ギーとしてまだまだ拡大の余地はあるといえる。また、分散電源としての太陽光発電

システムは、地産池消の拡大による地域経済へのエネルギーインフラとしての期待も

高い。また、近い将来には FIT に頼らない自律した電源を目指し、本提言を活用いた

だだければ幸いである。



 



14

５．参考資料

１．太陽光発電の市場動向・導入状況 Ｐ15

２．固定価格買取制度 Ｐ19

３．長期エネルギー需給見通し Ｐ22

４．固定価格買取制度の改革検討

(再生可能エネルギー導入促進関連制度改革小委員会) Ｐ24

５．電力システム改革・電力自由化にともなう再エネ特別措置法

施行規則及び回避可能費用単価等を定める告示の主な改正 Ｐ26

６．電力の小売り営業に関する指針から Ｐ29



15

197 544 862 1,206 1,869 2,367 1,973 1,182 40 79 201 198 

1,940 

6,178 7,242 

3,972 

884 
1,045 

1,476 1,281 

562 

80 
656 

638 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2008FY 2009FY 2010FY 2011FY 2012FY 2013FY 2014FY 2015.4-12

輸出

国内非住宅(公共産業）

国内住宅

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月に固定価格買取制度が導入されて以降、太陽発電は導入リードタイム

が他の再生可能エネルギーにくらべ短いことから集中的に市場が拡大した。

太陽光発電協会の出荷統計によれば、平成 26 年度の国内太陽電池モジュールの出荷

量は、9.2GW となり、平成 25 年度比で 108%の伸びとなった。特に非住宅分野での市場

拡大が大きく貢献した。

一方で、平成 27 年度の第 3 四半までの推移をみると、非住宅、住宅分野いずれも、

平成 26年度の出荷水準を下回る推移を示しており、平成 26年度末からの、指定電気事

業者制度や、省令改正によって実施された今後の出力抑制の可能性による影響が市場の

大きな冷え込み要因となっている。また、今後の国内市場の不透明感から、海外輸出へ

のシフトも徐々に拡大している。

図-1.1 に示す太陽光発電協会の出荷統計資料は、太陽電池モジュールの工場出荷量

ならびに、輸入出荷量が合計された出荷値のため、後述される設備認定容量基準（PCS

容量基準）にくらべ、2割程度は高い値となっていることに留意する必要がある。

ＭＷ

図-1.1 日本の太陽電池モジュールの出荷推移(JPEA統計資料から作成)   

総計 8,625

国内 8,545

総計 9,871

国内 9,215

総計 5,792

国内 5,154
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（２）世界の太陽光発電導入動向

2014 年における世界の太陽光発電市場は、累積導入量で 177GW(IEAPVPS 基準)となり、

年間導入量では欧州市場の鈍化傾向を補う形で、アジア（中国、インド、日本などのア

ジアでの拡大）や北米での市場拡大によって、約 39GW/年を超える市場となった。

また、2015 年 12 月には米国議会は米国の再生可能エネルギー投資税控除 30%（ITC）

について、当初 2016 年末までの完工が適用要件であったが、5 年間の延長措置を決定

したことから、2017 年以降も米国市場の拡大が想定される。IEA PVPS TREND REPORT

2015 での 2014 年の世界市場の結果を以下に示す。

図-1.2 に IEAPVPS による世界の太陽電池市場の推移、図-1.3 に 2014 年の国別導入

比率、図-1.4 に各国の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 世界の太陽光発電の導入推移         図-1.3 2014 年の国別構成比率

         

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）国内の太陽光発電の設備認定状況について

平成 24年度 7月から平成 27年 9月までの、約 4ヶ年の太陽光発電の設備認定の累積

容量は 79.8GW の水準となったが、平成 27年度以降には、新規認定容量を認定取消容量

が上回って推移しており、累積認定量は横ばい・微減で推移している。

図-1.5 に累積設備認定量の月別推移を示した。

運開済の認定容量については、平成 27 年 9 月末で 22.8GW となり、平成 24 年 6 月以

前の設備容量の 5.6GW と合わせると、28.4GW の累積運開容量となる。これらの結果を、

図-1.6、図-1.7 に示した。

過去の平成 24 年/平成 25 年度の未運開案件については、報告徴収（複数分割案件ま

で対象とし）の厳格化をさらに進めることや、平成 26 年/平成 27 年度案件では、一定

期間の失効期限付きの設備認定によって、未運開設備の軽減化が図られているが、未運

開案件の中には、電力接続契約まで至っていない案件も含まれている。

国は平成 27 年に再生可能エネルギー関連制度を抜本的に見直し（再生可能エネルギ

ー導入促進関連制度改革小委員会）、法律改正によって系統接続契約締結を設備認定要

件とすることで、過去の滞留案件まで、さかのぼって適用される予定である。

図-1.5 太陽光発電の累積設備認定量の推移（2015年 9 月末まで）

図-1.5 太陽光発電の累積設備認定量の推移(2015 年 9月末まで)
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図-1.6 太陽光発電の設備認定容量の規模別構成（2015 年 9月現在）

図-1.7 太陽光発電の認定設備導入量の規模別構成（2015 年 9月現在）
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１０kW未満太陽光発電　調達価格の推移

制御機器義務無 制御機器義務有 制御機器義務無 制御機器義務有

42円/ｋWh 38円/ｋWh 37円/ｋWh 33円/ｋWh 35円/ｋWh 31円/ｋWh 33円/ｋWh

想定ｼｽﾃﾑ単価 46.6万円/kW 46.6万円/kW 38.5万円/kW 36.4万円/kW 37.4万円/kW 35.3万円/kW 36.3万円/kW

補助金（国・

自治体）

3.5＋3.8

万円/kW

3.5＋3.8

万円/kW

補助金廃止によ

り控除なし

0.47万円/kW/年 0.43万円/kW/年 0.36万円/kW/年

12% 12% 12%

60% 60% 60%

3.2% 3.2% 3.2%

10年 10年 10年

１０kW以上太陽光発電　調達価格の推移

4.1-6.30 7.1以降

40円/ｋWh 36円/ｋWh 32円/ｋWh 29円/ｋWh 27円/ｋWh

想定ｼｽﾃﾑ単価 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

0.9万円/kW/年 0.9万円/kW/年 0.8万円/kW/年

12% 12% 13%

6% 6% 6% 6% 5%

20年 20年 20年

             (平成28年度は2016.2.22　調達価格等算定委員会資料)

平成28年度(案）

平成24年度 平成25年度 平成26年度

平成27年度

調達価格

資本費

運転維持費 →前年据置き 0.32万円/kWh/年

設備利用率 →前年据置き 13.7%

余剰比率 →前年据置き 70%

平成28年度(案）

IRR →前年据置き →据置き

調達期間 →前年据置き →据置き

平成24年度 平成25年度 平成26年度

平成27年度

調達価格（外税） 24円/ｋWh

資本費

29万円/kW 25.1万円/kW

→前年据置き →据置き

→前年据置き →据置き

運転維持費 0.6万円/kW/年 →据置き

設備利用率 14% →据置き

IRR →据置き

調達期間 →前年据置き →据置き

２．固定価格買取制度
（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取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

者が電気料金の一部として負担する仕組みで、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 28年度(案)）

(平成 28 年度案は平成 28年 2月 22 日の調達価格算定委員会の委員長案を参

考にした。)
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10kW 未満では、平成 27年 4月 1日現在、出力制御対応機器の設備の義務のない、東

京、中部、関西の 3電力と、設置義務のある、北海道、東北、北陸、中国、四国、九州、

沖縄に分けられ、追加費用が必要（1万円/kW）を考慮した調達価格となっている。

10kW 以上では、利潤配慮期間の終了した平成 27年 7月 1日以降は、IRR5％の調達価

格に設定された。

（２）接続導入可能量（30日等出力制御枠）の見直し

平成 26 年後半の電力会社による接続保留の結果を受けて、平成 26 年 10 月には、新

エネルギー小委員会の下に系統 WG が設置され、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が行われた。また、この系統 WG で検証された結果を受け、平成

26年 12 月には太陽光発電接続可能量に対して、接続可能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は、指定電気事業者制度が適用されることになった。

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、それま

でのルールである「500kW 以上の設備については、30日の無補償出力制御が可能」から

「30 日（360 時間）を超えて 500kW 未満の設備について無保証の出力抑制が可能）」と

なった。

平成 27 年度からは、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

度の下で出力制御の優先的（抑制は最後）扱いとされることになった。

平成 26年に検証された接続導入可能量については、平成 27年度 10～11月に系統 WG

の審議が行われ、従来の「接続可能量」が「30日等出力制御枠」へ名称変更がおこなわ

れ、従来の検証方法に沿って、出力制御枠の検証見直しが行われた。

検証結果は、中国電力の制御枠が 660 万 kW に引き上げられた他は、2014 年度の値を

見直さないこととなった。（特に、2014年需要量が減ったことによる影響が主体のため）

平成 27年度の 30 日等出力制御枠（旧称 接続導入可能量）を表-2.2 に示す。
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表-2.2 2015 年度の 30 日等出力制御枠               単位：万ｋＷ

電力会社

30日等出力制御枠 2015年度30日

等出力制御枠

設定値

2015年7月末時点 2015年6末

2014年度

検証値

2015年度

検証値
接続済量

接続済＋接続

契約申込
設備認定量

北海道 117 0 117 75 203 288 

東北 552 505 552 181 753 1,478 

東京 - - - 675 1,456 1,975 

中部 - - - 420 808 918 

北陸 110 101 110 44 85 120 

関西 - - - 312 574 680 

中国 558 660 660 211 511 631 

四国 257 230 157 148 251 282 

九州 817 849 817 528 1,481 1,818 

沖縄 49.5 48.3 49.5 24 37 58 

合計 2,618 6,159 8,248 

なお、電力会社ごとに太陽光に対する出力制御ルールについては、平成 27 年 1 月 26 日告示

の改正省令（出力制御関係の見直し）に沿って実施される予定であり、出力抑制器機の設置義務

も課せられる。

（３）平成 27年度からの価格適用時期の変更

平成 27年度からは、固定価格の価格適用時期は、平成 26年度までの電力本申込みか

ら、電力会社との接続契約締結時期に変更、即ち、価格適用時期が電力会社との電源

接続契約締結時となった。
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/20150319_annou
nce.pdf

また、設備認定の手続き期間についても、年度始めの申請集中により 2ヶ月必要なこ

と、電力会社との接続検討には、本申込みから接続契約締結まで 270 日の標準処理期間

が必要なことが定められ、270 日経過後でも電力会社の都合で接続契約が締結できてい

ない場合には、270 日目の価格が適用される。

すなわち、平成 27 年度の価格適用には、2016 年 3 月末までに接続契約締結となり、

設備認定申請が、2015 年 5 月 1日、電力会社へ接続本申込みが 2015 年 7 月 3日までと

なる。（住宅用太陽光発電を含む低圧設備に関しては、270 日より実態としては短い）
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３．長期エネルギー需給見通し
安全性の確保を前提とした、安定供給、経済効率性及び環境適合性の基本方針を踏

まえた2030年度のエネルギー需給構造の見通しは以下のとおり。

（１） エネルギー需給及び一次エネルギー供給構造

経済成長等によるエネルギー需給の増加を見込む中、徹底した省エネルギーの推進

により、石油危機後並みの大幅なエネルギー効率の改善を見込む。

東日本大震災後大きく低下した我が国のエネルギー需給率は24.3％程度に改善す

る。また、エネルギー起源CO2排出量は、2013年度総排出量比21.9％減となる。

図-3.1 2030 年のエネルギー需給とエネルギー供給

http://www.meti.go.jp/press/2015/07/20150716004/20150716004_2.pdf
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（２）電源構成

電力の需給構造については、安全性、安定供給、経済効率性及び環境適合に関する

政策目標を同時達成する中で、徹底した省エネルギー（節電）の推進、再生可能エネ

ルギーの最大限の導入、火力発電の効率化等を進めつつ、原発依存度を可能な限り逓

減することが基本方針となっている。

東日本大震災前に約3割を占めていた原子力発電依存度は、20～22％程度へと大きく

低減する。また、水力・石炭火力・原子力等によるベースロード電源比率は56％程度

となる。

     

図-3.2 2030 年の電力需要と電源構成

http://www.meti.go.jp/press/2015/07/20150716004/20150716004_2.pdf
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４．固定価格買取制度の改革検討（再生可能エネルギー導入促進関連制度改革

小委員会）
（１）再生可能エネルギー導入促進関連制度改革小委員会

国は、2030 年度のエネルギーミックスを平成 27年 7月に公表し、2030 年の再生可能

エネルギーの導入水準を（22～24%）と設定した。この姿を実現すべく、顕在化しつつ

ある様々な課題に対応し、再生可能エネルギーを最大限導入する必要から、再生可能エ

ネルギー関連の制度を抜本的に見直すべく「再生可能エネルギー導入促進関連制度改革

小委員会」で、平成 27年 9月から 12 月にかけて 6回の審議がおこなわれ検討結果が

12月 15 日にまとめられた。

固定価格買取制度の見直しは 5つの分野にわたり、平成 28年の国会での法律改正を

前提として、平成 29年（2017 年度）には施行される予定である。

図-4.1 に見直しの内容の骨子を示す。

図-4.1 制度見直しの骨子（再生可能エネルギー導入促進関連制度改革小委員会資料から）

（２）制度見直しに向けた委員会での論議の補足

①認定制度の見直しと未稼働案件への対応

新たな設備認定方式では、電力会社との接続契約を締結した後に取得することになり、

従来のように認定しても、接続契約に至らない案件を排除することが可能となる他、

新たな法律では、過去の未稼働案件までさかのぼって認定確認を行うことで滞留案件

を整理すると想定される。

固定価格の価格決定時期については、接続契約締結時とすることとされ、従来の系統

接続契約締結には、同時申込みから 270 日の期間内に接続契約の締結時期が決まった
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が、事業性を検討するためには、電力会社による検討期間の短縮化が期待される。

また、報告徴収や、聴聞手続きも厳格化され、認定取消しの取組が強化される。

②長期安定的な発電を可能にする仕組み

FIT 認定取得後、発電事業者が持続的に発電を継続し、買取期間終了後も安定的な発電

ができるような仕組みを目指すとしている。そのためには、発電事業者の遵守事項（点

検・保守や廃棄、リサクル等）を定め、違反などについては認定取消しなど規律の導

入を行う。

また、適切な土地利用や、設備安全性を確保することや、適切な情報効果（地域・

自治体と情報共有する仕組みなど）などを実施することとしている。

③コスト効率的な導入促進等

委員会では太陽光発電のこれまでの普及が偏ったことから、太陽光発電の今後の自立

化に向け、よりコスト効率的な導入を促す制度への改革が指向され、買取費用のみな

らずその他のコスト負担の在り方も検討された。

具体的には、

中長期買取価格の目標を設定したり、トップランナー方式や入札制度など、競争とコ

スト低減努力を促す太陽光買取決定方式（住宅用太陽光は、予め価格低減予定を設定

る方式案、事業用太陽光発電での大規模案件については、入札方式の可能性）も示さ

れた。

  また、研究開発（低コスト化、系統制御高度化）、賦課金減免制度の持続的な運用、

費用負担調整期間の事務費の最小化、系統運用費用の適切負担の検討などが示された。

④リードタイムの長い電源の導入促進

風力や地熱、水力などリードタイムの長い電源の導入が進んでいないことを踏まえ、

導入拡大を更に強力に推進するために制度改革が示された。

具体的には、

数年先の案件の買取価格をあらかじめ決定する仕組みや、風力発電では海外並の買取

価格に引下げるための中期的な価格低減スケジュールの決定や、地熱・中小水力発電

については初期投資への補助を含めた支援の在り方、環境アセスメントの迅速化（規

制改革）、認定前の系統への接続申込みを可能とする仕組みなど。

⑤電力システム改革を生かした導入拡大

電力システム改革による一連の制度改革の成果を生かし、再生可能エネルギーの効率

的な導入拡大への取組を推進。

具体的には、

「広域系統整備計画」に基づく計画的な系統整備や、買取義務者を送配電事業者にす

ること、広域融通、出力制御の公平性確保による経済的な調整を含めたルール整備、

ローカル系統制約に対応するため情報の公表や入札募集ルールの公開などの検討を行

うとしている。
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５．電力システム改革・電力自由化にともなう再エネ特別措置法施行規則及び回

避可能費用単価等を定める告示の主な改正
電力システム改革の第 2弾として 2016 年 4 月 1 日から、小売全面自由化が実施され

ることから、関連する制度・ルール（同時同量制度、優先接続ルールなど）が見直され

ることになった。これらの変更は、固定価格買取制度とも表裏一体の関係にあることか

ら、電力システム改革における見直し事項を、「電気事業者による再生可能エネルギー

ー電気の調達に関する特別措置法（平成 23年法律第 108 号、以下「法」という。）施行

規則に反映する必要がある。

このため、「電気事業者による再生可能エネルー電気の調達に関する特別措置法施行

規則（平成 24 年経済産業省令第 46 号、以下「施行規則」という。）及び回避可能費用

単価等を定める告示（平成 24 年経済産業省告示第 144 号）の関連規定の整備が以下の

通り行われる予定である。

施行期日

  施行予定：平成 28年 4月 1日

施行規則の改定については以下の通り

（１）施行規則第 4条：特定契約の応諾義務（買取義務）の例外の扱い

（２）施行規則第 6条：接続契約の応諾義務（接続義務）の例外の扱い

（３）施行規則第 15条：交付金の額の算定方式

告示による改正は以下の通り

本稿では、告示による部分について、関連資料を以下引用した。

（１）回避可能費用単価関係

  現行告示では、一般電気事業者の総括原価を基準に、一般電気事業者及び特定規模電

気事業者（新電力）の回避可能費用単価が異なる方法で規定してきたが、小売電力自由

化が施行される 2016 年 4 月 1 日以降は、原則、市場価格に連動に移行することなる。

施行日までに、特定契約と接続契約の両者が締結されている案件については、激変緩和

措置として 5年間の現行の回避可能単価を適用できることになった。

激変緩和措置のイメージと、対象外となる裁定取引防止策については、

図-5.1、図-5.2 に示す。
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図-5.1 回避可能費用の算定方式の見直しに係る激変緩和措置のイメージ(告示説明資料)

    

図-5.2 裁定取引防止の詳細(告示説明資料より)
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（２）FITインバランスリスクの特例について

計画値同時同量制度と FIT 制度の整合性を確保する観点から二つの特例が設けられ

た。特例①では、小売電気事業者はインバランスリスクを負わない（一般送配電事業者

が計画発電量を設定）、FIT 価格で引き渡し。

特例②では、インバランスリスクを小売電気事業者が負うことになるが、インバラン

スバランス調整次第では事業性を高めることが可能。

特例①②での、インバランスの精算ならびに、インバランスリスクの考え方について、

図-5.3、図-5.4 に示した。

   

図-5.3 特例制度①②おける電気の流れインバランスの精算(告示説明資料より)

   

図-5.4 インバランスリスクについての考え方(告示説明資料より)



29

６．電力の小売営業に関する指針から
電力取引監視等委員会は、パブリックコメントを経て 1月 22 日付けで「電力の小売

営業に関する指針」をとりまとめ、同日経済産業大臣に建議した。経済産業省では、

この建議（電気事業法第 66条の 13第 1項の規定に基づく指針の制定建議を踏まえ、1

月 29 日に制定・公開を行った。

このなかで、小売電気事業者がホームページやパンフレット等で電源構成を示すこ

とを望ましい行為としている。

以下、開示を行う場合の具体例を図-6.1 に指針から引用した。

１）電源構成の算定や開示を行う場合の具体例（指針案から抜粋）

図-6.1 電源構成の算定や開示を行う場合の具体例

２）FIT 電源の説明ならびに地産地消の説明内容について

この指針には、FIT 電源を販売しようとする場合において、その説明を行うとき

のみ問題となる場合に解説や、地産地消費を営業情報として訴求する場合には、発

電所の立地場所などを十分に説明しないと、問題になることも示されている。

指針には詳細が記載されているので、この内容にそって需要家にわかりやすい説

明を行うことが重要である。

建議された案は、以下の URL を参照されたい。
http://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc/pdf/018_03_02.pdf
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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

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  取締役副社長

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

田　坂　精一郎   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
　

福　島　隆　史 　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エネルギー株式会社  取締役　常務執行役員

牛　根　克　弘   JX金属探開株式会社  代表取締役社長

橋　口　昌　道 　一般財団法人 石炭エネルギーセンター  専務理事

福　島　研　也   石油資源開発株式会社
 参事　環境・新技術事業本部
新技術開発部部長

杉　本　博　文   全国町村会  経済農林委員長

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

平　野　敦　彦 　ソーラーフロンティア株式会社  代表取締役社長

中　西　　　毅   大成建設株式会社
 常務執行役員

エンジニアリング本部長

髙　橋　紀　行   株式会社竹中工務店  顧　　問

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

村　山　　　均   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

徳　本　　　勉   東京ガス株式会社  ソリューション技術部長

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  顧　　問

中　村　  　修 　東邦ガス株式会社
 取締役専務執行役員

技術開発本部長

笹　川　稔　郎   東北電力株式会社  取締役副社長

乘　京　正　弘   飛島建設株式会社
取締役専務執行役員
土木事業本部長

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

副参事兼建設技術課長

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
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氏　　名 　　会  社  名  等　　　 　役　　　職

井　島　功　晴   日本電気株式会社  ｽﾏｰﾄｴﾈﾙｷﾞｰﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ主席主幹 　

入　澤　　　博 　株式会社ニュージェック  執行役員 

菊　地　保　旨 　株式会社安藤・間
取締役常務執行役員

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

赤　丸　準　一   北陸電力株式会社  取締役副社長　副社長執行役員

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 　国立大学法人三重大学  教　　授

茂　住　洋　史   三井金属鉱業株式会社  執行役員　資源事業部長

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

有　木　和　春   三菱マテリアル株式会社
資源ﾘｻｲｸﾙ事業本部　ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部

地熱・電力部長

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２７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

再生エネルギーＳＢＵ長

委 員 岡 本  良 一
富士電機（株）発電・社会インフラ事業本部

新エネプラント事業部 太陽光発電システム部 太陽電池 課長

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 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 小 林  尚 人
電源開発（株）

技術開発部 研究推進室  室長補佐

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 小 路  剛 史
関西電力（株）

研究開発室 研究推進グループ  リーダー

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 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 萩 森 茂
（株）カネカ ソーラーエネルギー事業部

事業企画グループ 兼 技術開発グループ グループリーダー

委 員 長谷川 一 穂
（株）明電舎

エネルギーシステム技術部 太陽光技術課 課長

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 福 島 隆 史
シャープ（株）

東京支社  支社長代理

委 員 三 戸 勝 彦
中国電力（株）

経営企画部門 再エネ・需給グループ  マネージャー

委 員 吉 田  功
一般社団法人 日本電機工業会

新エネルギー部 技術課 課長

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 並 河 昌 平
みずほ情報総研（株）
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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
再生エネルギーＳＢＵ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 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 小 路  剛 史
関西電力（株）

研究開発室 研究推進グループ  リーダー

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 萩 森 茂
（株）カネカ ソーラーエネルギー事業部

事業企画グループ 兼 技術開発グループ グループリーダー

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 福 島 隆 史
シャープ（株）

東京支社  支社長代理

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 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

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 並 河 昌 平
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  コンサルタント



 





 


