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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、2015年 7月に長期エネルギ

ー需給見通しを策定し、同年 12月のＣＯＰ21に採択された「室効果ガス削減のための

国際的枠組み」さらには 2016年 9月の杭州サミットにおける「再生可能エネルギーに

関するＧ20自主行動計画」の実行を目指して施策を展開している。  2030年の長期

エネルギー需給見通しの中で、CO2削減に重要な役割を担うのは再生可能エネルギー

であり、電力量比率では 2013年の 11％から 22％～24％へと倍増を目指すこととして

いる。 

 

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、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、固定価格買取制度（ＦＩＴ法）の後押しもあり、

急速な増加により我が国の再生可能エネルギーをリードするまでになっているが、設

置者が個人から多様な事業者に及んでいることと、変動型電源であることから長期安

定電源の確立に向けて様々な対応が必要になると見込まれる。 

 

今、ＦＩＴ法改正や電力システム改革の新たな制度運用が進む中で、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、かつ、長期安定電源として

今後ともその役割を果たして行けるよう、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ついて、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地球温暖化ガス削減と

我が国の電力需給において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）脱炭素社会に向けた太陽光発電の長期安定電源化に向けて ２）電力システム

改革と太陽光発電の円滑導入に向けて ３）太陽光発電産業の変革へ向けて 

 

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

境の保全に寄与されることを願うものである。 

 

 

 

 



2 

 

２．提言の概要 

提言１：脱炭素社会に向けた太陽光発電の長期安定電源化に向けて 

１－１ ＦＩＴ適用期間終了後の住宅用太陽光発電の継続利用を支える仕組づくり 

（１） 余剰電力の継続的な買取の保証 

・住宅用太陽光発電は、余剰電力買取期間が順次終了する 2019年度以降も、また、

その他ＦＩＴ対象設備も期間終了後の継続利用がなされるよう、卸電力価格並み

を保証する指針整備措置を講ずるべき。 

（２） 自家消費を主体とする利用形態の推進 

・電力系統の需給バランス歪み等低減の観点から、蓄電池導入による住宅用自家消

費電力コストが余剰電力買取価格並みになるよう蓄電池普及策を講ずるべき。 

 

１－２ 長期安定電源としての活用を促す仕組みづくり 

（１） 適切な保守管理の「見える化」 

・保守管理ガイドラインを充実させ、順守事業者には買取価格へのプレミアム付与

等のインセンティブを設けて価値を「見える化」し、また、保守管理技術者育成

と資格化、保守管理ビジネス化を進めるべき。 

（２） 地域に根差したエネルギーシステムとしての利用の推進 

・コミュニティ内調整・ＢＣＰ対応電源の整備等自立したエネルギー需給システム

構築を促す地方自治体規模への補助金政策を推進するべき。 

（３）長期使用機器の交換、再利用の仕組みの整備 

 ・長期間使用により老朽化・非効率化した機器を所有者目線でリサイクル・リユー

スする際の技術面、制度面の仕組みを整備する必要がある。 

 

１－３ 脱炭素社会に向けた加速的な導入指針の策定 

（１）導入目標の再設定 

 ・自家消費電源やコミュニティ電源などの利用形態をも想定したうえで、2030年ま

で及び 2050年への目標量を更新設定すべき 

（２）電源計画上の明確な位置づけ 

 ・太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギー発電についても、国の長期電源計

画における位置付けを明確にすべき。 

（３）低炭素電源に対するプレミアムの付与 

 ・消費者に「脱炭素のために低炭素な電気を使う」ことを推奨する仕組みを導入す

べき 

 

提言２：電力システム改革と太陽光発電の円滑導入に向けて 

２－１ 系統問題の解決に向けた提案 

（１）地域間連系線の利用ルールの見直しに関する提言 
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 ・「電力システム改革小委員会」で打ち出された地域間連系線利用ルールの間接オー

クションへの移行の一刻も早い着実な実施が望まれる。 

（２）ローカル系統接続問題に関する提言 

 ・再エネ等の新規電源については、一般送配電事業者との合意形成の下、欧米で行

われている例を参考に空き容量が不足する場合でも新規電源の接続を許可し、混

雑時に出力制御で対応する「混雑発生許容方式」を進めるべき。 

（３）送配電事業者間のエリア調整力を活用する費用回収の仕組みの早期実現 

 ・現状、一般電気事業者においては、エリア内周波数調整義務等から他エリアの調

整力を活用するインセンティブが働かないが、太陽光発電を含む再生可能エネル

ギー拡大のためには、他エリアとの費用回収の仕組みを構築し、インセンティブ

が機能していく環境整備が必要 

（４）再生可能エネルギー変動電源の出力モニタリングと系統運用 

 ・太陽光発電や風力発電等の変動電源の出力予測と需給運用を組み合わせた系統制

御技術による系統運用のフレキシビリティ化は、今後、加速される再生可能エネ

ルギーの導入拡大には不可欠な技術である。 

 

２－２ 送配電網の地産地消費事業者費用負担 

 ・太陽光発電による小規模分散電源の拡大や地産地消型発電は、送配電ネットワー

ク運用コストを低減させる効果が期待できると言えるが、これらに関わる地産地

消発電・余剰電力活用小売り事業者等が託送料金の設定によって事業拡大が阻害

されることの無いような配慮が必要 

 

提言３：太陽光発電産業の変革へ向けて 

３－１ 太陽光発電産業の新たな競争力  

（１） 再生可能エネルギー・アンサンブル 

 ・多種の再生可能エネルギーをどう連携し、どう制御し、どの程度の調整力を準備

するかといったアンサンブルを実現するノウハウは、海外における導入において

も重要な知見となる 

（２）エネルギーマネージメント対応 

 ・産業界は、太陽光発電システム自体の運転制御だけでなく、変動型エネルギーの

蓄積や需要の能動化を含めた需給システムの構築及び運用ノウハウを獲得し、そ

れを海外への展開も含めて新たな競争力とすべき。 

 

３－２ 発電能力維持の重要性 

 ・太陽光発電が電力インフラの大きな部分を担う以上、発電能力の維持・向上が重

要であり、さらに、長期稼働を成立させるために国内に基盤を持つ産業が継続し

て活動できる国内市場の形成・確保が重要 
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３－３ 新たなバリューチェーンの創造 

（１）アグリゲーションの推進  

 ・現状、太陽光発電の低圧連系設備は約２２０万件１９ＧＷであり、制御は困難に

見えるが無視できる規模でもない。今後、住宅用エネルギー設備（ＰＶ，エコキ

ュート等）など低圧連系の小規模設備をアグリゲートしてＤＲに参加する事業者

に法人税免除等の参入促進策を準備する等アグリゲーション事業の推進が必要 

（２）コミュニティー・エネルギーマネージメントの実現 

 ・個別の住宅、施設単位の計画からコミュニティ単位の計画策定に進化させるため

には、地域行政、送配電事業者、電力小売事業者、大規模再エネ発電事業者、ア

グリゲーター等を参集させる必要がある。このようなステークホルダーにより構

成されるエネルギー需給システムと地域開発を連携して計画するためのプラッ

トホーム設立の可能性を検討すべき。 
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３．提言の趣旨説明 

提言１：脱炭素社会に向けた太陽光発電の長期安定電源化に向けて 

 

2015年 12月の COP21において、温室効果ガス削減のための新たな国際的な枠組み

が採択され、「今世紀後半には、人為活動による温室効果ガスの排出をゼロにする」方

向が打ち出され、参加各国は削減目標を作成し、達成するための国内対策をとってい

くことが義務付けられた。このことは、今世紀前半の間に、温室効果ガスの排出を伴

わないエネルギーシステム、電力システムを構築していくことにほかならず、省エネ

ルギー・再生可能エネルギーの導入拡大がますます重要となる。 

また、2016年 9月の G20杭州サミットでは「再生可能エネルギーに関する G20自主

的行動計画」が採択され、再生可能エネルギーの普及と開発に国際的に取り組むこと

の重要性が改めて確認された。そして、G20加盟国に対し、各国の状況を考慮しつつ、

再生可能エネルギー開発を含むエネルギー戦略を策定し、その戦略を達成するための

行動計画の提案を奨励している。 

日本においては、固定価格買取制度（FIT法）の改正により、発電事業（基幹電源）

という考え方を強く打ち出すとともに、国民負担の最小化と再生可能エネルギー導入

の最大化を実現するための新たなフェーズに移行していく。また、次期エネルギー基

本計画に関する議論も開始されようとしている。 

再生可能エネルギーを巡る今後の政策的な議論においては、国際社会の先導役とし

ての脱炭素社会に向けた貢献、長期安定電源として活用が重要な鍵となるが、日本の

再生可能エネルギーの旗印である太陽光発電において、2019年秋より、10年間の買取

期間を終える住宅用太陽光発電が大量に出現することも解決すべき喫緊の課題である。 

 

１－１ FIT適用期間終了後の住宅用太陽光発電の継続利用を支える仕組みづくり 

FIT制度導入よりも早く、2009年より適用された余剰電力買取制度を利用している

住宅用太陽光発電は 2019年秋以降、順次、10年の買取期間が終了する。これに伴い、

そのような太陽光発電から発生する余剰電力の取り扱いは、基本的に電気事業者との

間の合意に従うこととなるが、その合意内容に関する指針を直ちに明示しておく必要

がある。 

 

（１）余剰電力の継続的な買取の保証 

住宅用太陽光発電は電力消費者自らが直接的に実践できる化石燃料消費節約、地球

温暖化対策への取組みであり、生活空間の一部として使用し続けることができる発電

設備である。 

このような住宅用太陽光発電を長期安定電源の一部としていくためには、FIT 適用

期間終了後も継続的に使用することを前提とした環境整備、具体的には、FIT 適用期

間終了後も電気事業者との間において余剰電力の買取を原則とすること、買取価格を
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卸電力価格並み（11 円/kWh 程度）とする指針を準備（周知）しておくことが必要である。  

 

（２）自家消費を主体とする利用形態の推進 

欧州諸国では購入電力価格の高騰、余剰電力買取価格の低減、電力系統における需

給バランスの歪みなどがあいまって、太陽光発電電力の自家消費を推奨する機運が高

まっているが、この風潮は日本でも予見することができる。 

住宅用太陽光発電からの余剰電力の継続的な買取りを保証すると同時に、そのよう

な電力を自家で消費する形態を推進する仕組みも必要である。例えば、自家消費率を

高めるための蓄電池導入に対し、換算される電力コストが卸電力価格並み（余剰電力

買取と同程度）となるような導入支援策が考えられる。 

 

１－２ 長期安定電源としての活用を促す仕組みづくり 

改正 FIT法により、認定対象は発電設備ではなく発電事業となり、発電事業者とし

ての責務を果たすことが求められることとなるが、長期安定電源としての運用を求め

るものではない。FIT 適用期間終了後も、数十年にわたる長期安定電源として太陽光

発電を健全に活用していくため、発電事業者にとってもメリットのある枠組みを整備

していく必要がある。 

 

（１）適切な保守管理の「見える化」 

信頼性が高く、低コストな保守管理技術が長期にわたり提供されることで、太陽光

発電システムの長期安定電源としての事業性（採算）は確保され得る。 

保守管理のためのガイドラインを策定、充実させると同時に、それを遵守し、適切

かつ効率的な保守管理を実施している事業者に対するインセンティブ（買取価格への

プレミアム等）を付与することで、長期にわたる保守管理が維持され、保守管理の重

要性、ビジネスとしての価値が「見える化」されることが期待される。同時に、適切

な保守管理を行うための技術者の早期育成とその資格化の仕組み作りも重要である。 

太陽光発電が日本中の様々な地域に設置されていることを考えると、保守管理ビジ

ネスの新たな普及と広がりは地方の活性化にもつながる。 

 また、今後は発電設備の転売ビジネスなども考えられる。この場合、発電事業に対

する責任を明確に継承させることが重要であり、発電所の保守点検と組み合わせた運

用方法を整えるべきである。 

（２）地域に根ざしたエネルギーシステムとしての利用の推進 

ライフスタイルの変化やエネルギー利用技術の多様化とともに、再生可能エネルギ

ーを主体とした地域レベルの取組みも活性化していく。そして、地産地消によるエネ

ルギーセキュリティの向上や地域の活性化は、元来、再生可能エネルギーが有する特

徴である。 

太陽光発電が地域の長期安定電源として根付いていくためには、他のエネルギー技

術と組み合わせたコミュニティレベルでの利用を推進していく必要がある。例えば、
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コミュニティ内配電線の整備、適正な電力価格、コミュニティ内調整・BCP 対応電源

の整備等の推進施策が必要である。このような取組みを自治体レベルで推進させるた

めに、自立したエネルギー需給システム構築を促す地方自治体規模への補助金政策等

も効果的である。 

 

（３）長期使用機器の交換、再利用等の仕組みの整備 

導入以降の年月が長い太陽光発電は、一般に言われてきた耐用年数 20 年に到達あ

るいは到達に近いシステムも少なくない。そして、昨今の高性能化・低コスト化によ

り、長期間使用した機器（例えば、太陽電池モジュール）を新しいものに交換したい

というニーズは容易に想像できる。 

使用済み太陽電池モジュールの処理について、技術的には NEDOによるリサイクル・

リユース技術開発などが実施されているが、所有者目線での処分方法（リサイクル・

リユース処理にまわす仕組み）やリユース品としての流通・販売ルールなどは明確に

は整備されていない。 

長期安定電源として利用していくためには、長期使用機器の交換等も前提となって

くるため、使用済み機器の取り扱いについて、技術面、制度面の適切な仕組みを整備

する必要がある。 

 

１－３ 脱炭素社会に向けた加速的な導入指針の策定 

パリ合意に基づく大幅な温室効果ガス排出削減に向け、再生可能エネルギーの果た

す役割は大きく、太陽光発電はその筆頭にある。FIT 制度により、太陽光発電の導入

拡大は一定の成果を上げてきたが、脱炭素社会の実現に向け、さらなる加速的な導入

を目指していく必要がある。 

 

（１）導入目標の再設定 

改正 FIT法のもと、太陽光発電の導入拡大は一過性ではなく、地に足の着いたもの

となることが期待され、今後の認定容量は 2020 年、2030 年の導入量を見通すうえで

も確度の高い目安となる。そして、太陽光発電システム導入価格は着実に低下してお

り、現在想定の国民負担（賦課金）をベースとする場合、2030年の太陽光発電導入目

標の上方修正は十分に可能と考えられる。 

これらを考慮のうえ、2030 年断面ではなく、そこに至る過程や 2030 年以降（例え

ば 2050年）も含めた導入シナリオを具体的に描写し、太陽光発電導入目標量を更新す

べきである。その際、自家消費電源（蓄電池との組み合わせ等）や地域コミュニティ

電源など、様々なエネルギーシステムとしての利用形態も想定する必要がある。 

 

（２）電源計画上の明確な位置づけ 

国のエネルギー政策により示される導入目標は、その時点・断面の一時的な発電設

備容量ではなく、その後も継続的な運用がなされる発電設備としての容量である。従
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来型電源と同様、太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギー発電についても、国

の長期電源計画における位置づけを明確に示すべきである。そして、そのために必要

となる送配電網整備（系統接続問題の解消）とその支援策も講じて行くべきである。 

また、毎年数 GWのペースで導入される太陽光発電が、FIT適用期間終了などのタイ

ミングで多数の事業が一時に事業終了となると相応の電源損失となる。このような将

来的な動向を予見し、電源計画に反映するため、FIT 適用期間終了後の事業継続意思

を予め確認する仕組みが必要である。 

 

（３）低炭素電源に対するプレミアムの付与 

電力市場の自由化とともに、電力取引市場における再生可能エネルギー電力の取引

の活性化に向けた議論において、「高くても再生可能エネルギー電力を嗜好する消費

者」という見方があるが、低炭素な電源であることは相対安価となる方向に作用すべ

き要素である。 

例えば、小売価格においては「脱炭素化のために高い電気を使う（再生可能エネル

ギーが高い理由の正当化）」ではなく、消費者に「脱炭素化のために、低炭素な電気を

使う」ことを推奨する仕組みを導入すべきであり、取引市場価格においては FIT適用

期間を終了した再生可能エネルギー電力の取引市場への卸価格に低炭素に対するプレ

ミアムを付与（再生可能エネルギー電力の高価買取）すべきである。 
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提言２：電力システム改革と太陽光発電の円滑導入に向けて 

 

電力システム改革は、2015年の第１弾となる電力広域的運営推進機関の発足に続き、

2016年 4月からは、第 2弾の小売電力の全面自由化が施行され、再生可能エネルギー

発電事業者を含む多くの小売電気事業者の参入が拡大している。また、第 3弾となる

2020年を目途としての「送配電部門の法的分離・小売料金規制の撤廃」の実現に向け

ても様々な検討が始まっている。 

 改正 FIT 法では、FIT 電気を広域的・効率的に使用することによって、再生可能エ

ネルギーの最大限の導入を図る観点から、2017年 4月からは、買取義務者が小売電気

事業者から送配電事業者に変わる。原則として、送配電事業者が調達した FIT電気は

卸電力市場を経由して小売に引渡すことになる。今後活発化していく卸電力市場の拡

大には、送配電系統の整備が不可欠である。 

 このような状況のなか、本年の提言では太陽光発電の普及拡大の最大の課題である

系統問題、分散電源として地産地消に関係する託送料金に焦点を絞って提言すること

とした。 

 

２－１．系統問題の解決に向けた提案 

太陽光発電の大量導入に伴う系統問題の解決方法としては、「送配電設備の増強工

事」あるいは設備投資を伴わない「運用ルールの変更」が考えられる。 本提案では、

電力の流通設備である既存の送配電網の、より効率的な利用と比較的短期間での 

解決が期待できる「運用ルールの変更」を中心とする。 

 

（１）地域間連系線の利用ルールの見直しに関する提言 

電力システム改革貫徹のための小委員会において、地域間連系線の利用

ルールの見直しとして、現状の「先着優先」から、市場原理に基づいた入札による「間

接オークション」に変更する方針が打ち出された。間接オークションの導入時期とし

ては、経過措置の付与を含め、2018年度中の実施が妥当であると本小委員会の中間報

告で示されている。 

「間接オークション」が導入されれば、連系線設備がより効率的に利用できることに

加え、市場原理に基づく利用ルールとなるため、限界費用がゼロに近い太陽光発電等

の再エネ電源が優先的に利用されるようになり、供給過剰時の出力抑制の低減に寄与

することが期待される。また、旧一般電気事業者によって示された「30日等出力制御

枠」（従来は「接続可能量」と呼ばれていた）に関しては、枠の拡大に繋がる可能性が

ある。連系線の利用枠が既に付与されている事業者の利益に配慮しつつも、間接オー

クションへの移行が一刻も早く着実に実施されることが望まれる。 

（２）ローカル系統接続問題に関する提言 

 現行の系統アクセスルールでは、接続を希望する電力系統に空き容量が無い限り新

規電源を接続することが出来ない。系統の容量に空きがあるかどうかは、接続されて
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いる個々の電源の接続契約上の容量（最大出力）の合計に対して、上位系統を含む当

該系統の容量が十分かどうか、事故発生時の系統の信頼度等を考慮したうえで判断さ

れる。  従って、容量に空きが無い系統に接続するためには、発電事業者による単独

負担、或いは「電源線接続案件募集プロセス」を経て系統設備の増強工事が完了し、

十分な容量が確保されていることが条件となる。増強工事の費用負担に関しては、原

因者負担の原則のもと、一般負担の上限を超える金額について新規電源が負担しなけ

ればならない。また、増強工事の期間については 10年以上とされるケースもある。再

エネ等の新規電源にとって、これら系統増強工事の費用負担と長い工期が導入の障害

となっている。 

 

 この障害を取り除くための具体策として、系統の空き容量が不足する場合でも新規

電源の接続を認める系統アクセスルールの創設を提案する。 

 空き容量が不足するローカル系統への接続問題の解決には、系統増強工事等の設備

投資に限定せず、コスト効率的な方策を柔軟に導入すべきである。例えば、現行の先

着優先の系統アクセスルールを見直し、空き容量が不足す場合でも新規電源の接続を

許可し、混雑発生時には出力制御等で対応する「混雑発生許容方式」等、欧米で行わ

れている事例を参考に検討を進めることで、将来事業リスクまで十分配慮した事業者

による太陽光発電の導入が推進すると考えられる。系統ネットワークの実運用上は全

ての電源が同時に最大出力で稼働している時間帯は限定されるため、系統の増強工事

を実施しなくとも新規電源の接続が可能なケースがあり得る。そのようなケースでは

増強工事が不要である可能性があるにもかかわらず、現行のルールでは設備投資が必

要である。 また、仮に系統増強された場合、接続されている全ての電源が最大出力で

稼働しても系統の容量を超過することは無いが、稼働率の低い電源や太陽光と風力の

ように最大出力の発生時間帯が異 なる電源が多くある場合、実運用上の系統の設備利

用率が低くなると考えられる。接続された結果、実運用のなかで一定量の潮流や運転

可能出力の時間帯については、接続者は一定の出力制御を受け入れることが前提とな

る。 

 なお、検討に当たっては、無制限に認めるのではなく、一般送配電事業者との合意

形成が必要であり、欧米等の事例を十分に検討した上でのルール作りが必要と考える。 

 

（３)送配電事業者間のエリア調整力を活用する費用回収の仕組みの早期実現 

太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入拡大には、再生可能エネルギーから発

電された電気の卸市場による広域的な取引の拡大が不可欠であり、現在、電力広域的

運営推進機関で連系線の利用ルールが見直されており、これが実現すれば広域的運用

によって取引拡大が活発化していくといえる。 

一方で、一般電気事業者が他のエリアの調整力（たとえば、揚水式水力等）を最大限

に活用することで、再生可能エネルギー拡大の対策として広域的な運用が可能となる。

しかしながら、現状は一般電気事業者にはエリア内の周波数調整義務があることから、
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追加的な費用をかけてまで、他エリアの調整力を活用するインセンティブが働かない。 

新たな電源系統ニーズに対応し、エリアを拡大した広域的な調整力を活用して太陽

光発電を含めた再生可能エネルギーの拡大を行っていくには、エリアを超えた全体最

適の観点から、できるだけ早い時点で他エリアとの費用回収の仕組みを構築し、イン

センティブが機能していく環境整備が必要である。 

 

（４）再生可能エネルギー変動電源の出力モニタリングと系統運用 

太陽光発電や風力発電等の変動電源の出力予測と、需給運用を組み合わせた系統制

御技術による系統運用のフレキシビリティー化は、今後、加速される再生可能エネル

ギーの導入拡大には不可欠な技術である。 出力変動を吸収するためには、系統設備

の増強や、エネルギー貯蔵技術などとの組合せが求められるが、変動電源の発電予測

の精度を向上し、系統需給運用をリアルタイムモ二タリングで制御できれば、最小限

の設備投資による送配電系統の運用の可能性が拡大する。電力系統需給運用における

供給力や調整力、下げ代等については、電力安定供給と緊急リスクを十分に勘案した

設定が必要であるが、変動電源からのリアルタイムモニタリング発電情報が系統運用

に活用できれば、送配電系統の円滑な運用に貢献する。 

 個人住宅設置の太陽光発電所は全国２００万戸以上設置されていることや、特別高

圧の大規模メガソーラー等については、電力給電指令所との専用回線を持っているこ

とから、これらのフィールド発電状況をタムリーに送配電事業者が吸い上げ活用でき

る仕組みの構築は、今後の変動電源の予測精度の向上、また、系統運用に資すると考

える。 

 

２－２．送配電網の地産地消費事業者費用負担 

第 3弾の電力システム改革の「電力会社の送配電部門を分離」に際し、従来の送配

電ネットワークの費用負担を新しい電力システムの変化に合わせて検討していく検討

が、電力・ガス取引監視等委員会の「送配電網の維持管理・運用費用の負担の在り方

ＷＧ」で始まっている。 

 とくに電力自由化以降、再生可能エネルギーによる分散電源の拡大、地域発電事業

者の拡大、地域小売電気事業者の拡大など、大きく従来の電力システムが変わろうと

している。 

従来の送配電に係る費用を発電所から低圧一般家庭までの上流から下流までの運用に

係る費用を総括原価として計算し、各電力の水準に応じて、小売り電気事業者に課金

されてきたが、従来の上位系統からの潮流が、下位系統からの逆潮流、低圧事業者間

での潮流の活用、デマンドレスポンスや蓄電池の活用、バーチャルパワープラント（Ｖ

ＰＰ）など様々な可能性が出てくることから、負担の在り方について託送料金制度が

見直されようとしている。 

 

太陽光発電普及の面では、小規模分散型電源の拡大や地産地消費型の発電システム
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などは、今後の送配電ネットワークの運用コストを低減させる効果が期待できる系統

利用方法ともいえる。また、災害時には再生可能エネルギー（ＦＩＴ電源を含む）と

蓄エネルギー、その他コジェネレーションなどの各種分散電源を組み合わせて電力の

安定供給を行い、避難所運営などにも活用する可能性もある。 今回の送配電網の費

用負担においては、再生可能エネルギーを活用した地産地消発電事業者や地産地消小

売電気事業の活動、太陽光発電からの余剰電力を活用する小売電気事業者などには、

託送料金の設定によって事業拡大が疎外されない配慮が必要である。 
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提言３：太陽光発電産業の変革へ向けて 

 

太陽光発電は脱炭素社会の実現に必須のエネルギー源であり、適切な政策支援及び

電力システム改革の進展とともに、エネルギーミックスのなかに太陽光発電を適切な

容量まで導入すべきであることを述べてきた。最終的には、分散設置電源を十分に活

かせるようにエネルギーシステムも変容し、豊かな再生可能エネルギー発電による新

しい形の社会が生まれることになろう。そこで大切なことは、太陽光発電産業が産業

として自立し、この新しいシステムを支え続ける事である。 

 FIT による導入加速により、多くの業種・業態が参入し規模を拡大してきたこの産

業界が、このままの形で規模を膨張させ続けることは出来ない。長期稼働・基幹電源

化への要請とともに、太陽光発電産業自身もその姿を変えてゆく必要がある。ここで

はその方向性について検討する。 

 

３－１．太陽光発電産業の新たな競争力 

 太陽光発電システムが一般的な意味でのコモディティーであるかどうかには議論が

あろうが、システムを構成する各機器に十分な選択肢が提供されていることは間違い

ない。そうなると、産業界として取り組み続ける、各機器単体としての機能・性能・

信頼性の改善と規模の経済性も含めたコストダウン努力のみでは、十分な差別化が困

難となる。 

 地球規模で進めることになる脱炭素社会への転換の中で、太陽光発電は新たなエネ

ルギー需給システム、エネルギーマネージメントへ適合する必要がある。各機器単体

の供給にとどまらず、大量の変動再生可能エネルギーを適切に活用して脱炭素社会の

実現へつなげるための、「使い方」を含めたシステム構築ノウハウは、我が国の太陽

光発電産業の強みとなるのではないか。 

 以下にいくつかの可能性を示す。 

 

（１） 再生可能エネルギー・アンサンブル 

 多種の再生可能エネルギーを、どう連携し、どう制御し、どの程度の調整力を準備

するかについて、それを計画するための知見には価値がある。 

 設備単位で見るよりも、種類を増やし、ある程度以上の広域で考える方が、変動再

生可能エネルギーの変動吸収は容易になると言われている。このアンサンブルを実現

するためのノウハウは、我々自身にも、また、これから導入を加速する海外各国に対

しても重要な知見となる。 

 

（２） エネルギーマネージメント対応 

 太陽光発電システム自体の運転・制御だけでなく、エネルギーの蓄積や需要の能動

化も含めた需給システムを構築すべきである。その実現のため、既に推進されている

技術開発や制度設計は数多い。例えば、系統内の大容量蓄電池による系統安定化制御
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の各種実証、ＺＥＨでの家庭用蓄電池への補助、ＺＥＢの推進、系統に連系されれば

大きな調整力となり得る電気自動車（ＥＶ）の導入促進、及び「Power to Gas」等の

エネルギー転換についての技術開発がある。更に、バーチャル・パワー・プラント（Ｖ

ＰＰ）、ネガワット取引等、新たな制度も実現へ向け準備が進む状況である。 

しかし、これら要素技術、各種制度と太陽光発電を有機的に組み合わせたエネルギ

ー需給システム構築自体は、これからの課題である。いわゆる、コミュニティー単位

の広がりの中でシステム構築してゆくための仕組みは、提言１でも述べたとおり検討

が必要だが、その中で産業界はシステム構築及び運用ノウハウを獲得し―そこには当

然、適切に運転・制御することのできる太陽光発電システムも含まれることになるが

―、それを海外への展開も含めて新たな競争力とすべきである。 

 

３－２．発電能力維持の重要性 

電力インフラの大きな部分を担う以上、発電能力の維持は大変に重要な仕事になる。

天気次第の発電所が、それ以外の要因でも動いたり・止まったりしていては、予測精

度を上げても基幹電源としての役割を果たすことができない。 

 発電能力の維持のために、産業界として保守・点検の能力を準備し、実施すべきで

あることは言うまでもない。また、設置された各機器（モジュール、ＰＣＳ、架台、

変電設備等々）には寿命もあり、20年、30年後にも発電を継続して行うためには、適

切な機器のリプレースが必要であることは提言１でも述べた。 

この発電能力の維持・向上は、太陽光発電産業が果たすべき役割であり、そこで事

業を継続してゆくべき重要な市場でもある。 

エネルギーミックスの中で、必要とされる容量の太陽光発電は、一旦導入・稼働す

れば終わるわけではなく、適切に保守され、必要に応じリプレースされて、発電能力

を維持し続ける必要がある。リプレース時に、その時代のエネルギーシステムにより

良く適合した形に生まれ変わる機会でもある。この市場規模は小さなものではない。 

このようなリプレースを進めるために、長期稼働を成立させるための施策検討が必

要である。エネルギーセキュリティー、エネルギー自給率を考えるとき、国内に基盤

を持つ産業が継続して活動できる国内市場の形成・確保、と言う意味でも重要な政策

課題ではないか。 

 

３－３．新たなバリューチェーンの創造 

 太陽光発電産業は、１０ＧＷ/年レベルの設備の供給・設置を支えてきた。しかし、

同じスピードで同じ方向へ走り続けることは出来ない。設備供給と言うものづくり産

業に加えて、エネルギーシステムの構築及び運用というサービス提供能力を、新たな

産業競争力にすべきだと、前述した。 

 この産業構造の転換には、何が必要になるのか、以下にいくつかの可能性を提案す

る。 

（１） アグリゲーションの推進 
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 稼働済の設備を見ると、高圧連系以上の設備が約 2万件・16GW、低圧連系の設備が

約 220万件・19GWである。（2016年 7月時点）系統運用者から見て、低圧案件は件数

も多く、制御は困難に見えるが、無視できる規模ではない。ここにアグリゲーション

事業の必要性がある。 

太陽光発電設備が集合として管理・制御されることは、エネルギーシステム変革を

進めるために重要な取り組みであり、これを可能とするアグリゲーション事業の立上

げは、政策的に促進する必要がある。 

ＶＰＰ、ネガワット取引等の市場価値が定まれば、自立的にアグリゲーション事業

は立ち上がるとも思われるが、事業効率を考えれば、規模の大きな設備のアグリゲー

ションは動き始めても、上記のような低圧連系の小規模な設備のアグリゲーションに

ついては、何らかの立上げ支援が必要ではないか。 

例えば、住宅用エネルギー設備（ＰＶ、エコキュート他）等を一定規模以上アグリ

ゲートして、ＤＲ等へ参加する事業者へ法人税減免等の参入促進施策を準備する等、

検討してはどうか。 

 

 （２）コミュニティー・エネルギーマネージメントの実現 

 ＺＥＨ、ＺＥＢ等、建物単位の省エネ・再エネ導入施策は実現している。また、Ｊ

ＳＣＡ(Japan Smart Community Alliance)等、一定の広がりを持つ地域でのスマート

化の推進を目指す活動も存在する。しかし、全国的に、自律的に、エネルギー需給シ

ステムの地域での最適化を進めるための実行主体は作れていないと言えるのではない

か。 

 個別の住宅、施設単位の計画からコミュニティー単位での計画策定へ進化させるた

めには、地域行政、送配電事業者、電力小売り事業者、大規模・再エネ発電事業者、

アグリゲーター等が集まる必要がある。このようなステークホルダーにより構成され

るエネルギー需給システムと地域開発を連携して計画するためのプラットフォームの

設立について、その可能性を検討すべきである。 

このような取組みは、エネルギーシステムのみならず、暮らし方を含めた社会の変

革にもつながると思われる。コミュニティーレベルのエネルギー需給システム変革の

ためには、配電網のＩＯＴ化も必要になる。そこで構築される情報システムは、多く

の新しいサービスや価値の創造を可能にし、バリューチェーンの再構成を推進するイ

ンフラとなろう。 
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４．まとめ 

COP21パリ協定の批准以降、急速に世界のエネルギーは化石エネルギーから再生可

能エネルギーへのシフトが進んでいる。 我が国においては「2030年には温暖化効果

ガスの削減を 26%削減」とし、「2050年までに 80％の削減を目指す」ことが 2016年に

閣議決定された。 また、2016年 5月には「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（FIT法）」の抜本改正が国会承認された。 この FIT法

の改正は、再生可能エネルギーの最大限の導入と国民負担の抑制の両立を図るために、 

・従来の設備認定から、発電事業者の事業計画を認定する制度の創設、・FIT価格決定

方式の見直し、・電力多消費事業者に対する賦課金の減免制度の見直し、・再生可能エ

ネルギー電気の買取義務者の変更などの方針を踏まえ、2017年 4月 1日から施行され

る。 

 

このような背景を踏まえ、本年度の提言では太陽光発電が将来の基幹電源の一部に 

なる方向を目指し、「脱炭素社会に向けた太陽光発電の長期安定電源化に向けて」、「電

力システム改革と太陽光発電の円滑導入に向けて」、「太陽光発電産業の変革へ向けて」

の 3つのテーマについて取り上げた。 

 

提言１では、脱炭素社会に向けた「2019年に終了する FIT電源の継続利用」、「長期安

定電源としての活用を促すしくみ」、「脱炭素社会にむけた加速的な導入指針の策定」

について様々な提案を示した。 

 

提言２では、太陽光発電の普及を円滑にするための系統問題を中心に取り上げ、 

「ローカル接続問題」「エリア接続問題」「地産地消」についてのテーマとした。 系

統問題は短期的には解決しない課題ではあるが、着実に系統整備を行っていくべき姿

を示した。 

 

提言３では、太陽光発電システム産業の視点から、新たなビジネスモデルの出現に対

して、太陽光発電産業が変革することで新しい産業として発展していく可能性を踏ま

えた提言を示した。 

 

太陽光発電の普及に関しては、新たな改正 FIT法の適用によって未稼働案件の整理が

行われれば、国民負担の軽減が進む。 また、2050年までの長期電源として考えれば、

燃料費のかからない電源が増えていくことになる。 長期安定電源としての太陽光発

電は、整備すべき課題もあるが解決策も多くあり、まだまだ拡大していく可能性があ

る。 

また、将来は自立した電源として社会を支えるインフラとして成長していくことが十

分期待できる。 本提言が、少しでもお役に立てればば幸いである。 
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１．太陽光発電の市場動向 

１．１．大きく変化している世界の太陽光発電導入動向 

１) 世界の太陽光発電市場実績 

IEAPVPS*1 による世界の太陽光発電の 2015 年導入量は 50.7GW となり、前年比

26.5%増となった。 導入量のランキングをみると、昨年に続き中国(15.2GW)が1位

を占め、日本（10.8GW)、米国(7.3GW)、英国(4.1GW)、インド(2.1GW)と続く。中

国の国家推進計画、米国での税制控除、英国の導入支援、インドの普及策など、従来

の欧州牽引型の市場から、アジア、米国、アフリカ、中東などへ世界市場の需要構造

が大きく拡大しつつあり、2015 年末での世界の太陽光発電システムの累積導入量は

228GW に達した。＊１ IEAPVPS Trends 2016 in Photovoltaic Applications 

(2016.10.31) 

 

図1.1.1. 世界の太陽電池の導入量の推移（2000-2015）（IEA/PVPS Trends 2016 より引用） 

図1.1.2. 2015年国別導入量       図1.1.3. 2015年国別累積導入量 

（IEA/PVPS Trends 2016 より引用） 

 

 

 

 

GMW 
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２）世界的な太陽光発電システム価格の低減 

世界の電力エネルギー市場のなかでも再生可能エネルギー・とりわけ太陽光発電の導入は、こ

れまでの価格負担の可能な先進国での普及から、各国の積極的な導入支援策によって技術革新や

設備投資を呼び込み、コストダウンが推進され広く世界に拡大していく好循環が生まれている。

太陽光発電システム価格の低下傾向は世界的に急激に進み、2015 年から世界各地で大型太陽光

発電プロジェクトで実施された入札制度での電力購入価格は、2016 年には 3 セント/kWh の

PPA(長期電力購入契約)も実現している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   図1.1.4．最近のPPA 入札状況（IEA/PVPS Trends 2016 より引用） 

 

 

IRENA*2 によれば、大規模太陽光発電システムコストについては、発電ライフタイムにおけ

る均等化発電原価（LCOE）でみると、2015 年の時点での発電原価が 0.13$/kWh が、2025 年

までには 0.05$/kWh まで約 6 割低下すると想定しており、太陽光発電は、石炭・ガス火力発電

の0.05-0.10＄/ｋＷｈに比べると最も安価な発電形態になると推定している。 

   表1.1.1. 太陽光発電と風力発電のシステムコスト低減の可能性 （2015/2025） ＊３                   
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＊２  IRENA   Letting in the Light(How solar PV will revolutionize the electricity 

systems)2016.6、 ＊３IRENA  The Poｗer to Change （Solar and Wind cost reduction to 

2015）2016.6. 

 

３）世界の再生可能エネルギー設備投資 

2015年の世界の再生可能エネルギーの設備投資の面から、国連ENUP(United Nations Environment 

Programme、国連環境計画)とBloomberg New Energy Finance＊4の分析によれば、全世界の投資額

は、前年比5%増の2860億ドル（約34兆円、120円/$の場合）となり、投資額の内訳では、図 1.1.5

の通り発途上国の投資（1560 億ドル）が先進国の投資（1300 億ドル）を初めて上回り、この傾

向は今後とも続くと推定されている。 しかも、発展途上国の再生可能エネルギー投資の 95%が

太陽光発電と風力発電に集中していることも特徴といえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   図1.1.5. 再生可能エネルギー設備投資 先進国と発展途上国 

 

また、全世界の再生可能エネルギーに対する投資額は火力発電や原子力発電を大きく上回り、

2015年の火力発電の投資額は石炭とガスを合わせて 1300億ドル、原子力は 200億ドル、大規模

な水力は430億ドルとなり、石油・火力・原子力の合計は、再生可能エネルギー投資の約 1/2程

度の結果となった。 

 

2015年に運転を開始した発電設備の容量での分析では、図 1.1.6．に示されるごとく再生可能エ

ネルギーが全体の 5割以上を占め、残りは石炭火力とガス火力を合わせると 3割強、大規模な水

力と原子力はそれぞれ 1割以下である。 世界的にもエネルギー投資が再生可能エネルギーの太

陽光発電・風力発電にシフトしていることがわかる。 
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図1.1.6．2015年に運開した世界の電源別発電設備容量＊４ 

 

 *4 Global Trends in Renewable Energy Investment 2016（2016.3） 

The United Nations Environment Programme (UNEP) and Bloomberg New Energy Finance 

  

 

４）系統問題についての議論 

ＩＲＥＮＡ＊２では、太陽光発電の電力システムとの融合には、変動型分散電源の増加については

市場の根本的な変化として既存の制度の見直しや新たな市場制度が必要であると示唆している。 

系統やスマートグリッド、変動吸収の仕組みや蓄電技術の活用、需要の能動化などによって多くの

太陽光発電の導入が可能であり、これらの技術や仕組みは電力システムの信頼性と効率を改善する

としている。 

世界的にも変動型の再生可能エネルギーが増えていくなか、フレキシブルな電力システムの構築が

今後の重要な鍵となる。 

 

＊２ IRENA   Letting in the Light(How solar PV will revolutionize the electricity systems  

“The Road Ahead” )2016.6、 

 

 

 

再生可能エネ 

（除く大型水力） 
天然ガス 

石炭 

大型水力 

原子力 
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１．２．日本の太陽光発電の導入動向 

１）日本の太陽光発電の出荷量の推移 

 太陽光発電協会の出荷統計によれば、平成 27 年度(2015 年度)の国内太陽電池モジュールの出荷

量は7.1GWとなり、対前年比で-23%の減となった。 平成24年度（2012年度）のＦＩＴ法によ

る固定価格買取制度が導入されて以降、平成26年度（2014年度）をピークに導入は減少して安定

成長期に向い、分野別の出荷状況は、住宅用、非住宅用もほぼ同様な減少傾向を示している。 

また、平成28年度の第3四半期までの国内出荷量は4.5GWとなり、対前年同期比ｰ 13%とな 

った。住宅分野の-26%の落込みに比べて、非住宅分野では-10%と全体の低下速度が緩和する結果 

となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.2.1.  日本の太陽電池モジュールの出荷量の推移（ＪＰＥＡ統計資料から作成） 

 

 太陽光発電協会による太陽電池モジュール出荷統計は、日本国内向けの太陽電池モジュール取扱

会社・41社からの自主報告を基準とした統計であり、市場の動向傾向を把握する情報としては非常

に効果的な内容である。 また、協会では月次国内総出荷速報値についても、出荷翌月 20 日以内

に報告され、市場速報動向を把握する上では有効なツールとして活用されている。 一方で、FIT

制度の導入以降、海外太陽電池モジュールの小規模ロットや輸入商社経由の流通出荷量も拡大して

いることから、必ずしも太陽光発電協会の統計が 100%補足されているとは言えない課題もある。  

留意しなくてはならないのは、後述されるFIT法の設備認定での導入量については、系統接続され

た運転開始設備容量（PCS基準の認定容量）のため、市場分析には、①JPEA統計での全体モジュ

ール出荷の補足率（約8割程度と推定）を考慮すること、②JPEA統計ではモジュール出荷基準の

総計 8.625 
国内 8,545 

MW 

総計  9,872 
国内 9,216 

総計 7,957 
国内 7,137 

総計 4,900 
国内 4,471 
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ため、計算上では設備認定（PCS 基準）量基準を上回ること。 とくに、最近は過積載（PCS 容

量に比べて大型設備では30%以上のモジュール容量となる）の傾向があること、③モジュール出荷

から運開までの流通在庫によるモジュール出荷と、運開のタイムラグなどがあることなどの要素を

十分に調査の上、正確な市場動向を分析することが肝要である。 

 

２）太陽光発電の設備認定状況について 

 平成 24 年 7 月から平成 28 年 3 月末までの設備認定の累積容量は、79.3GW となった。 平成

26年度末（2015年3月末）にピークとなった82.6GW以降、設備認定の失効や取消案件が新規認

定申請を上回り、総累計認定量は減少傾向にある。 設備規模区分でみると、図 1.2.2 に示され

るごとく、平成 27 年度以降は、1MW 規模以上の認定容量が減少傾向にある。 FIT 法の導入に

よって、太陽光発電のリードタイムが他の再生可能エネルギーに比べて短いことや、多くの事業者

が参入したことから設備認定量が集中的に拡大した。 一方で、FIT法では太陽光発電の適格な導

入を目指して、運用面では段階的な制度改善が実施されてきた。 平成24年・平成25年の案件に

ついては、一定規模以上の認定案件については報告徴収を実施し、土地確保ならびに設備の特定化

が出来ていない場合は認定を失効する運用や、平成 26 年度以降については、分割設置の禁止や一

定期間内に土地確保ならびに設備を特定(発注)できないと失効する措置となった。 この結果が、

2015年度以降の設備失効として表れている。 また、平成27年年度以降については、買取価格の

基準が電力接続契約の締結となったことから、実質的には当該年度内に接続契約が可能な案件が主

体となるため、認定のペースもスローダウンしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.2.2 . 太陽光発電の累積設備認定量の推移（2012年7月から2016年8月末まで） 

 （経済産業省 なっとく再生可能エネルギー 設備導入状況の公表から作成） 
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また、設備導入容量の推移をみると、図 1.2.3 に示されるごとく平成 24 年7 月から平成 28 年

3月末までの設備導入容量の累積容量は、27.3GWとなった。 平成28年8月末時点では30.2GW

に達し、導入量は順調に拡大している。 FIT制度導入前の約5GWを合計すると、日本の認定導

入量は 35GW となる。 平成 28 年 8 月末での設備認定容量と導入認定量との差については、図

1.2.4の通り約50GW程度ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.2.3 太陽光発電の累積導入量（2012年7月から2016年8月末まで） 

（経済産業省 なっとく再生可能エネルギー 設備導入状況の公表から作成） 

 

今回のFIT法の改正の重要なポイン

トは、この50GWには過去の未稼働

案件が多く含まれており、過去の認

定済み案件であっても、平成29年度

（2017年4月）以降は、新たな制度

改正によって、電力会社との接続契

約が締結されていないと設備認定が

失効となることである。 

今後の太陽光発電の健全な普及にと

っては、過去の権利枠による空押さ

えが一掃されることから、新たな新

設案件の導入が促進される可能性が

高い。 

 

図1.2.4 太陽光発電の設備認定量と導入量の比較 
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２．改正FIT法 

「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（通称：FIT法）」 

２．１．FIT法の見直しについて 

１）改正FIT制度の導入 

 2012年 7月から導入された FIT法により、太陽光発電を中心に急激に導入拡大し、2015年度末

には太陽光発電の設備認定量が約 83GW、導入量が約 18GWとなった。 このような変化を受け、2015

年（平成 27年）9月から 12月にかけて「再生可能エネルギー導入促進関連制度小委員会」で FIT

法の見直しと運用についての集中議論が行われ、この結果を踏まえて従来のFIT法が抜本改正され、

2016年5月には改正法が国会承認された。新たなFIT法の改定は、再生可能エネルギーの最大限の

導入と国民負担の抑制の両立を図るために、 

 「従来の設備認定から、発電事業者の事業計画を認定する制度の創設」 

 「FIT価格決定方式(固定価格買取方式)の見直し」 

 「電力多消費事業者に対する賦課金の減免制度の見直し」 

 「再生可能エネルギー電気の買取義務者の変更」 

などの方針を踏まえた改正法となり、2017年 4月1日から施行されることになった。 

 現行制度の経過措置となる、みなし認定措置等の省令改訂の施行は 2016年 8月 1日から、賦課 

金の減免制度の見直し措置などは、2016年10月1日からの前倒し施行となった。 図2.1.1.に 

ＦＩＴ法改正内容を示す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.1.1．FIT法の法改正内容（資源エネルギー庁資料より引用） 
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２）改正FIT法の概要 

 改正FIT法については、従来の設備認定が 2017年4月より事業認定に変わるため、既運開済み

設備についても改正法施行後には事業計画を提出することが義務付けられる。 また、従来の設備

認定案件で、未接続契約（平成 27年3月末までに接続契約される）に対しては、改めて 2016年8

月 1日からみなし認定制度によるパネル変更ルール見直し措置が前倒しで適用された。 また、賦

課金の減免制度についても前倒し措置として 2016年10月1日から適用された他、例年より早い時

期の調達価格等算定委員会による価格決定前倒し等、従来の FIT制度の抜本的な改正が実施される

ことになった。 

以下にFIT法改正の概要を示す。 

 

○発電事業者の事業計画認定制度の創設と適切な事業実施の仕組み 

 設備認定でも示した通り、新たな FIT法では設備認定後も発電しない未稼働案件や接続契約の未

解除の空押さえなどが多く発生していることから、発電事業者に対して、事業計画の提出によって

実施可能性や事業内容を確認し、適切な事業実施が行われることが確認できた案件に対して認定を

行う制度になる。 今回の事業計画の要件には、系統接続の確保が規定（接続契約）され、過去の

案件についても、2017年 3月末で接続契約が締結されていないと認定が取消されることから、滞留

案件の整理が進むと推定される。 新制度では、事業開始前の審査に加え、事業実施中の点検・保

守や事業終了後の設備撤去等の遵守を求め、違反時の改善命令・認定取消を可能とする｡ 

景観や安全上のトラブルが発生している状況に鑑み、事業者の認定情報を公表することによる情報

公開で、運用の円滑化が図られる予定である。 

 

○FIT価格（固定買取価格）の決定方法の見直し 

 数年先の買取価格を予見できるように価格決定方式（10kW未満では3年間価格提示）を見直すと

ともに中長期的な価格目標が設定された。 また、事業認定後、運開までの一定期間の運転開始期

限を設定し、この期限を超えた場合の価格決定方式も定められた。 

大規模案件については、入札によって買取価格決定できる仕組みを新たに設定し、入札指針や入札

業務を行う指定入札期間についての規定も定められた。 

 

○電力多消費事業者に対する賦課金減免制度見直し 

 電力多消費事業者への賦課金減免制度については、減免制度の要件ならびに減免率の見直しが行

われ、事業の種類や省エネルギー化の取組に応じた減免率が設定運用される。 

 

○再生可能エネルギー電気の買取義務者の変更 

 再生可能エネルギー電気の買取義務者が、小売電気事業者から一般送配電事業者に変更される。

一般電気事業者に対しては、買取りを行った再生可能エネルギー電気を卸電力取引市場で売買する

こと等を義務付けるとともに、卸電力取引市場を介さずに供給する場合の供給条件を定めた約款に

ついては、経済産業大臣への届出義務化となった。 
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○経過措置（現行の FIT制度からの移行経過措置） 

 既に、FIT制度に基づく事業を実施している発電事業者（接続契約済み案件を含む）は、現行の

買取価格を維持し、新制度で認定を受けたものとみなす(みなし認定)とともに、認定取得後、接続

契約に至っていない未稼働案件については、原則として新制度での事業計画認定取得を求めること

も定められた。  

 今回の改正FIT法では、未稼働案件の整理ならびに運開までは太陽電池パネルの変更が自由に行

えることによるコスト競争による価格低減化、また、運開までの一定期間を設けることで円滑な導

入をは図ることにあり、未稼働案件の整理が進むことが期待できる。 

 

 

２．２．FIT法・固定価格買取制度の価格決定方式の変更 

１）新たな太陽光発電調達価格設定について 

 今回の改正FIT法では、従来の固定価格買取制度が2017年度から抜本的に変わることから、調

達価格等算定委員会も従来の例年の開催時期を大幅に早め、2016年10月から 6回の審議のうえ、

12月13日には平成29年度の価格委員長案を取りまとめた。 従来の調達価格の見直しのみならず、

買取価格の決定方法(10kW未満については 3年分をまとめて設定することや、今後の目標価格を提

示)や、新たに2MW以上の事業用大型太陽光発電に入札制度を導入の価格決定方式も決めた。 

 

○出力10kW未満の太陽光発電システム（住宅用太陽光発電） 

 平成28年の買取価格が平成29年度には3円/kWh安くなり、出力制御枠のない中 3電力（東京・

中部・関西）地域では 31円/ｋWhから28円/ｋWhとなり、制御機器設置義務のあるその他の電力

地域では33円/kWhが 30円/kWhへ引き下げられた。 この前提は、直近の実績データの上位 25％

のトップランナー方式を前提として決まった。 10kW未満に関しては、3年後の平成 31年度（2019

年度）までに、改定用電気料金並の24円/kWhまで下がることとして太陽光発電システム価格が30.8

万円/kWへ低下することを想定している。 

 また、改正FIT法では出力 10kW未満については事業認定取得後、1カ年以内に運開しないと事業

認定が失効し、新たに事業認定取得が必要となる。 

 

○出力10kW以上2MW未満の太陽光発電システム（非住宅・事業用太陽光発電） 

 平成28年の買取価格 24円/ｋWh（税抜き）が平成29年度には3円/kWh安くなり、21円/kWhま

で引き下げられた。 事業用の太陽光発電の買取価格低減には、発電システムの導入費と運転維持

費が下がったことに加え、システムの過積載による設備利用率（出力あたりの年間発電量）が上昇

したことにある。 発電システムの費用は、1000kW以上の太陽光発電システムのうち、上位 25％

に入る「トップランナー」の実績値が採用された。 
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 調達価格決定については、平成 29年度の単年度のみとなったが、別途 2020年には、非住宅用太

陽光発電の目標価格、20万円/ｋW（発電コスト14円/kWh相当）が示された。 

 改正FIT法では出力 10kW以上2MW未満については、事業認定後、運転開始までの時間が長くか

かることもあり、事業認定取得後、3カ年以内に運転開始しないと 3年を超過した期間が 20年の調

達期間から短縮される。 

 

○出力が2000kW以上の発電設備は入札に 

・入札容量  ：１回目 500MW 2回目以降は一回目の落札量から判断 

        （1回目は 2か年で1～1.5GWと想定しこの 1/3と算定） 

・上限価格  ：平成 27年度の10kW以上の価格(21円/kWh)を上限価格 

・落札価格決定：pay as bid  方式（入札した価格が買取価格として適用） 

・落札者調達期間：20年（非住宅同様に運開時期が 3年を超過以降、買取期間短縮） 

・入札実施主体：指定入札期間を実施主体（国は第 3者機関を決定する） 

・入札参加資格：事業認定要件と同様（但し接続契約は落札した場合、認定取得までに 

  工事費負担契約を締結必要、入札前に接続契約（工事費負担金契約含む）を締結した 

  入札案件は、 落札をへた認定取得後の一定期間まで支払い期限延長が可能 

・地域との共生：地域共生を図るために一定の取り組み 

・入札補償金 ：1次補償金入札参加時 500円/kW、 2次補償金落札時5000円/KW 

       （運転開始予定日までに運開しない場合には没収） 

・入札申請期限：落札後１カ月以内に事業認定申請、 落札後３カ月以内に事業認定取得 

・落札後事業変更：認定取得前の事業主体変更は認めない、認定取得後は可能 

        落札後の、出力増加は一切認めないが、応札量に対し、一定量（20%） 

        までの出力減少は、減少分相当の補償金を没収し事業実施を認める。 

 

平成29年度から実施される FIT入札制度については、平成 28年度内に入札ガイドライン（実施

指針）が示され、入札執行機関が決定される予定である。 平成 29 年年度当初には入札募集要項

が公表され、平成 29年度 8から 9月頃には第 1回の入札募集が開始される予定である。 平成 29

年には 1回の入札募集となるが、平成 30年には 2回/年の予定である。 2回目以降の入札募集要

項は、1回目の募集内容を踏まえて改正される見込みである。 
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２．３．調達価格の推移 

これまでの調圧価格と、平成 29年度以降の調達価格を以下に示す。 

   表2.3.1 平成 24年度から平成28年度度までの調達価格の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  表2.3.2． 平成 29年度以降の調達価格 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．３． 
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２．４．系統制約と接続問題 

 再生可能エネルギーは分散電源で、普及拡大には電力系統の効率的な整備が不可欠である。  

再生可能エネルギーの系統整備には、各電力会社管内の地区送配電ネットワークの容量増強やネッ

トワーク運用増強対策の「ローカル系統対策問題」と各電力会社管内全体の電力需給を保つための

「エリア全体の系統安定化対策」に分類される。 

 

１）ローカル接続問題の改善にむけて 

 ローカルの接続問題は、電圧系統接続区分によって①高圧配電ネットワークを形成する配電用変

電所からの系統制約、②特別高圧送電ネットワークでは、配電用変電所から上位の特別高圧変電所、

さらに、③特別高圧変電所から上位送電ネットワークを構成する、基幹線の制約などの段階的な系

統制約が発生する。 基本的には送配電ネットワークの増強費用は、基幹線の増強費用を除けば発

電事業者の負担となるが、多くの発電事業者が接続を行うと配電用変電所からの上位電源線熱容量

不足等により増強が発生することから、広域的運営推進機関が中心となって推進接続事業者が増強

費用を負担のガイドラインが整備され、「電源接続案件募集プロセス」によって、ローカル系統整

備が進みつつある。 

 平成28年 12月時点での各電力会社管内で実施中の「電源接続案件募集プロセス」は、東北電力

管内で実施中8件、検討中1件、東京電力管内では 5地区6案件、中国電力管内では 1案件、九州

電力管内では13地区で実施されている。 このプロセスには、募集プロセス開始後基本的には11

か月程度の期間がかかることや、応募状況に応じて募集規模の見直しや、入札後の辞退者状況によ

ってはプロセスが遅延することも起きるが、発電事業者も徐々に事前に系統の電源線負担の想定を

行い、事業予見性を判断する方向になってきた。 

 また、系統情報整備の一貫として、系統状況把握のために各電力会社が系統アクセス状況につい

て、配電用変電所や特別高圧送電線等の水準まで公開していることや、電力広域的運営推進機関で

は、各電力会社の送変電設備の標準的な単価の公表や、2016年 6月22日 「発電設備の設置に伴う

電力系統の増強及び事業者の費用負担等の在り方に関する指針」（平成27年11月 6日資源エネル

ギー庁電力・ガス事業部）に基づく一般負担額のうち、上限額の指定なども整備された。 

 

２）エリア全体の系統対策と系統 WG 

 電力会社の地域エリア全体の系統安定化の見地からは、再生可能エネルギー・特に太陽光発電が

今後大量に導入されると、年間の電力需要の軽負荷時（例えばゴールデンウィーク）に、太陽光発

電の出力が電力需要を上回る可能性がでると、電力需給バランスが保てなくなくなる可能性がある。       

平成26年度には、系統接続保留問題を端に新エネルギー小委員会の下に系統ＷＧが設置され、平

成26年度以降、毎年、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てき

た。 

https://www.occto.or.jp/keito/akusesu/2016_0622_ippan_futan.html
https://www.occto.or.jp/keito/akusesu/2016_0622_ippan_futan.html
https://www.occto.or.jp/keito/akusesu/2016_0622_ippan_futan.html
https://www.occto.or.jp/keito/akusesu/2016_0622_ippan_futan.html
https://www.occto.or.jp/keito/akusesu/2016_0622_ippan_futan.html
https://www.occto.or.jp/keito/akusesu/2016_0622_ippan_futan.html
https://www.occto.or.jp/keito/akusesu/2016_0622_ippan_futan.html
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平成28年度の系統WGでは、11月25日の委員会で、電力 7社の報告をもとに 2016年度の接続可

能量を算定したが、その結果、太陽光発電の接続可能量は 7地域すべて変更がなく、風力発電の接

続可能量は四国地域だけが増えることが決まったが、これは四国電力の「伊方発電所」の 1号機廃

止による枠の変更になる。 

表2.4.1に、指定電気事業となる 7電力各社の接続可能量（30日等出力制御枠）ならびに、中 3電

力を含む接続状況を示した。（東京電力/中部電力についての太陽光発電接続量は推定値） 

 

  表2.4.1 各電力会社の、太陽光発電の接続可能量と接続状況  (単位:万ｋＷ) 

 

電力会社 接続可能量 接続済 承諾済 申込済 合計 備考 

北海道 117 104 105 209 8月末 

東北 552 282 496 81 859 9月末 

東京 ― 874 765 1,639 8月末 

中部 ― 606 358 964 8月末 

関西 ― 414 231 645 10月末 

北陸 110 64 68 132 10月末 

四国 257 189 75 264 9月末 

中国 660 312 277 589 10月末 

九州 817 641 389 612 1,642 9月末 

沖縄 49.5 28.4 10.7 39.1 9月末 

合計  3,514   6,982  

 

今回の2016年の系統WGでは、今後の出力制御の見通しの策定に当たっては、再生可能エネルギーの

拡大を目指して、実際の導入実績等に即したものにすることが確認された。具体的には次のとおり、

３つの考え方が今後適用されることになった。  

 

・「8,760時間の実績ベース方式」による見通しのみ策定。 

（「２σ方式」の見通しは策定しない。）  

・実際の導入実績等に即した、今後の導入増加量を採用。  

・過去３年の年度毎に見通しを算定後、過去３年間の平均値を採用 
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また、本年の系統WGでは表2.4.2.に示されるごとく、過去 3カ年の実際の平均値を基準に 30日出

力制御枠（接続可能量）に接続量の増加に応じた出力制御の見通しが示された。 

 

     表2.4.2. 指定電気事業者の下で追加される太陽光発電と出力制御の見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （経済産業省 新エネルギー部会 第9回系統WG 資料より引用） 

 

 毎年減少している電力需要と太陽光発電の接続量の拡大、今後の原子力発電の稼働によって今後

の出力制御のリスクが高まるが、なかなか抑制量については明確な予測は立てにくい。 一方で、

再生可能エネルギーの拡大のために広域融通の拡大や、地域間連系線の運用ルールの見直しなども

併行して検討されており、今後の電力システム改革への期待も高い。 

 

 



33 

 

 

３．電力システム改革 

３．１．電力システム改革の推進 

これまで、2011年 3月11日の東日本大震災以降、全国の原子力発電の停止や電力需給の逼迫、

一般電気事業者の管轄地区間の連系線の制約、広域融通の限界や料金水準の高騰といった課題が明

らかになり、電力やガス、あるいは供給区域といった市場の垣根を越えた競争が可能となるエネル

ギー市場を形成すべく電力システム改革が始まった。 

 電力システム改革では、①安定供給の確保、②電気料金の最大限の抑制、③事業者の事業機会及

び需要家の選択肢の拡大 を目的とし、電気事業法等の抜本改正が 2013年から 3段階に分けて行

われてきた。 法改正に基づく改革の第 1弾として、2015年 4月に電力広域的運営推進機関が設立

され、2016年 4月に第 2弾として電力の小売全面自由化が実現し、徐々に異業種からの新規参入や

多様な料金メニューの提供等を通じた競争の活性化など、改革に伴う一定の効果が表れ始めている。   

今後、改革の第3弾となる 2020年の発送電分離に向けて、更なる競争の活性化が期待されている。

再生可能エネルギー・太陽光発電システムの今後の市場については、これらの電力システム改革と

密接な関係にあり、政策の変化に応じた普及展開が重要である。 

図 3.1.1. に電力システム改革に伴う国ならびに関連機関である電力広域的運営推進機関で検討

が進んでいる制度設計ならびに市場ルール運用について代表的な委員会を示した。 

図 3.1.1. 電力システム改革にともなう、関係検討委員会 
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３．２．電力・ガス取引監視等委員会 

 図3.1.1.に示される通り「電力・ガス取引監視等委員会」は、電力・ガス・熱供給の自由化に当

たり、市場の監視機能等を強化し、市場における健全な競争を促すために設立された経済産業大臣

直属の組織で、委員会は法律に基づき、「事業者に対する報告徴収や立入検査、業務改善勧告、あ

っせん・仲裁など委員会単独で行う権限」と「託送料金の認可や小売事業者の登録等に際して審査

を行い、経済産業大臣に対し意見を述べたり、取引ルールについて経済産業大臣に建議する権限を

行使して、電力・ガス・熱の適正取引の監視や、電力・ガスのネットワーク部門の中立性確保のた

めの行為規制等を厳正に実施」する役割を持っている。この委員会の中でも、制度設計専門会合で

は、電力システム改革に伴う制度設計の検討が行われており、その一部を次に示した。 

 

１）制度設計専門会合 

 電力・ガス取引監視委員会には、制度設計専門会合が設置され、電力全面自由化における電力取

引の監視に必要な詳細設計を ①小売り営業に関する論点（適正取引ガイドラインの改正や、小売

営業ガイドラインの制定等）、②卸電力市場における不正取引について（適正ガイドラインの改正

や、卸電力市場における不公平取引に関する考えかた）、③今後の託送料金制度の在り方。など様々

な検討が行われてきた、 

 再生可能エネルギーに特に関係の深い内容としては、「電力の小売営業に関する指針」が制定・

改正されている。 再生可能エネルギーの表示や地産地消の考え方も示されている。 

また、平成28年3月 30日に電力基本政策小委員会でキックオフされた「ネガワット取引に関する

検討」については、ERAB検討会でのネガワットWGとも連系し、ネガワット事業者に求める規律や、

インバランス計算手法等の検討を行っている。 この成果は、「2017年 4月からのネガワット取引

に関する第3弾の電気事業法の施行」に向け、電力広域的運営推進機関での「ネガワット取引に関

する実務者会議」での検討に反映されている。 

 2019年には、住宅用太陽光発電の固定価格買取期間が終了することから、デマンドレスポンスを

含めた電力アグリゲーターによるビジネスモデルとも密接に関係する。 

 

２）送配電網の維持・運用費用の負担の在り方検討ＷＧ 

 また、制度設計専門会合では電力市場の健全な競争を促進するために、今後の電力市場の構造変

化による課題解決のため「送配電ネットワークの費用負担（託送料金）」の在り方について検討が

行われた。 

 具体的には、再生可能エネルギー電源の拡大や地産地消電源の拡大やバーチャルパワープラント

（ＶＰＰ）の拡大などによって構造改革が進んでいる中、従来から行われてきた送配電ネットワー

ク増強費用の電力会社負担、結果として託送料増加として小売電気事業者が負担する方式から、小

売電気事業者の負担だけではなく、発電事業者も何らかの形で費用を負担する考え方を導入するこ

とになる。 

これらの費用見直しについては、2016年度（平成 28年度）中に基本方針をとりまとめ、2017年度

（平成29年度）には、料金の詳細設計を行う予定とされている。 

2019年の住宅用太陽光発電の FIT終了以降の余剰買取価格は、卸電力市場と連動する可能性が高く、
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低圧託送料金の低減効果は、低圧太陽光発電の長期電源としてのプラスに働く。 今後の制度設計

に十分に留意していく必要がある。 

 

 

３．３．電力システム改革貫徹のための政策小委員会 

 経済産業省は、2020年の第3弾の電力システム改革に向けた 新たな電力システムの構築と今後

の法的な制度設計の整備を目的として2016年9月に、総合資源エネルギー調査会基本政策分科会の

下に「電力システム改革貫徹のための政策小委員会」を創設し、競争活性化の方策と競争の中でも

公益的課題への対応を促す仕組みの具体化に向けた検討を踏まえ、2016年12月には、中間報告とな

る「中間とりまとめ（案）」が示され、パブコメを経て2017年2月に公開された。 

「中間とりまとめ」では、今後とも競争を通じ、電気料金の抑制や選択肢の拡大を通じて電力シス

テム改革の果実を国民に広く還元するためには、公正・公平な競争環境を整備することが必要とし、

とりわけ、経済合理的な電力供給体制と競争的な市場を実現していく観点から、取引量が販売電力

量の約2％にとどまる卸電力取引所の取引を含む卸電力市場の更なる活性化を一刻も早く進めてい

かなければならないとしている。  

図3.2.1.に「中間とりまとめ」の概要を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図 3.2.1. 電力システム改革貫徹のための政策小委員会中間とりまとめ概要 

（電力システム改革貫徹のための政策小委員会中間とりまとめより引用） 

 

「中間とりまとめ」の内容は、電力市場の公正な競争力による市場の活性化と、電力会社の構造改
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革に伴う市場環境変化に対応する考え方に分けられる。（詳細は、本報告書を参照） 

「中間とりまとめ」で検討された内容には新たな市場創設が示され、「ベースロード電源市場」は

原子力電源等、「非化石価値市場」は原子力電源と再生可能エネルギー電源、「容量メカニズム・

容量市場」は火力電源を前提としている。 

  図3.2.2に、電力の供給・調達環境を改善するための新市場を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    図3.3.2. 電力の供給・調達環境を改善するための新市場  

 

又、今後の各制度の導入時期についても、「中間とりまとめ」に示された。（図3.2.3） 

この中でも、2018年までの早期導入として3つの制度を上げている。以下、報告書から引用した。 

 

○非化石市場の創設（2017年度には、FIT電源のみ先行） 

化石価値取引市場の創設は、FIT法改正により、一般送配電事業者によるFIT電源の買取及び 

引所経由の販売が来年度から開始される結果、同電源が持つ非化石価値が埋没してしまうことが

懸念されている。 そのため、FIT電源については2017年度に発電したFIT電気から市場取引対象

とし、できるだけ早い時期に取引を開始できるよう詳細設計・システム対応等に努めることとす

る。 また、非FIT電源についても、住宅用太陽光のFIT買取期間が初めて終了する2019年度の電

気から市場取引対象とすることを目途としつつも、できるだけ早い時期に取引を開始できるよう

努めることとする。 

 

○グロスビッディングの開始 (2017年度) 

旧一般電気事業者はこれまで、余剰電源をスポット市場に限界費用ベースで取引所に投入す

る自主的取組を実施してきたが、電力・ガス取引監視等委員会の制度設計専門会合における卸

電力取引の活性化に係る議論の過程において、今後は自社供給（社内取引）分も含めて、取引

所を介して売買するグロスビディングを新たな自主的取組として行うことを表明した。こうし
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た取組は、海外においても取引の透明化・効率化、取引所取引の流動性・価格指標性の向上と

いった意義があるとされており、実質的に取引所取引の流動性等が向上し、例えば長期的な取

引の活性化につながる等、競争的な市場構造を実現することに資する初期の取組となっていく

ことが期待される。 

 

○連系線利用ルールの見直し・間接オークションの導入（2018年度） 

 連系線利用ルールの見直しに伴う間接オークションの導入については、2019年に北海道・本州間

連系設備の増強が予定され、遅くともそれまでに導入する必要がある。技術的な観点からは、シス

テムの信頼性等に特段の支障が無い限り、最速2018年4月から導入可能であるため、2018年度の早

い段階での導入を目指す。同時に、今後の投資活動に与える影響に鑑み、一定期間の経過措置を設

けることとする。具体的な経過措置の期間については、広域機関の検討会における結論について報

告を受け、最終的に判断するものとする。また、エリア間値差ヘッジ商品については、ベースロー

ド電源市場創設による卸電力市場（先渡市場）活性化を見据え、同市場創設までに導入を行う 

 

「中間とりまとめ」で示された各制度の導入時期の目安は以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     図3.3.3.  各制度の導入時期 

（電力システム改革貫徹のための政策小委員会中間とりまとめより引用） 

 

 

３．４．電力広域的運営推進機関による検討 

電力システム改革の第1弾として、平成27年4月1日に電力広域的運営推進機関が発足した。 

これまで原則として地域ごとに行われていた電力需給の管理を、地域を越えてより効率的にやり 

取りすることで安定的な電力需給体制の強化が行われてきた。 平成28年4月1日からの電力自由化
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においても、関連制度の実効に当たって中心的役割をはたしている。 

 代表的な検討委員となる「広域系統整備委員会」では、エネルギーミックスを踏まえた広域系

統長期方針の策定や、広域連系整備計画に係る検討などが行われている。 

「電力調整力および需給バランス評価等に関する委員会」では、予備力、調整力のあり方の検討、

連系線マージンの今後の在り方、電源入札等の必要を判断するための需給バランス評価及び需給

変動リスク分析にかなえる検討など、再生可能エネルギーの拡大による評価も含まれる。 

「ネガワット取引に関する実務者会議」では、電力基本政策小委員会の審議、電力・ガス取引監

視等委員会・制度設計専門会合の提案を受け、電力広域的運営推進機関が事務局となって、ERAB

検討会・ネガワットWGメンバーを中心に実務者会議が組織され、3つのネガワット取引スキーム

（確定数量計画、直接協議、第3者仲）から、直接協議スキームの2017年4月からの導入を優先し

て検討している。 

 

「地域間連系線の利用ルールに関する検討会」では、電力広域的運営推進機関での勉強会(中間

とりまとめ)を踏まえ、平成28年9月から検討が行われ、間接オークションの詳細設計について（広

域機関ルールやJEPXルールの見直し含む）検討が行われている。 間接オークションの導入につ

いては、電力システム改革貫徹のための政策小委員会での報告にもあるとおり、2018年の早い段

階としており、再生可能エネルギーの導入拡大の可能性とも関係する。 

本稿では、電力広域的運営推進機関に関する検討の一部を紹介したが、電力システム改革の推進

に当たって、制度変更の実行機関としての役割はますます重要になっていく。今後、拡大が想定

される再生可能エネルギーの普及にとって、電力広域的運営推進機関との協力関係がますます重

要になると考えられる。 
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　　　　　　　　自　　平成２８年７月　１日

　　　　　　　　　　　　　　任　　期

　 　　　　　　　　至　　平成３０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 

笠　　　俊　司   株式会社ＩＨＩ  技術企画部長

池　上　　　徹 　株式会社安藤・間 常務執行役員 土木事業本部長

檜　山　浩　國   株式会社荏原製作所  技術・研究開発統括部長

野　崎　洋　介 　株式会社ＮＴＴファシリティーズ  ｿｰﾗｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ本部　副本部長

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

花　田　敏　城   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 代表取締役副社長

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  代表取締役副社長

倉　重　有　幸   公営電気事業経営者会議  専務理事

山　本　浩　司   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
 取締役副社長執行役員
技術本部長

黒　川　浩　助
 特定非営利活動法人
再生可能エネルギー協議会

 理　事　長 

武　内　敏　秀 　西部ガス株式会社  取締役常務執行役員

小　島　信　一   佐藤工業株式会社  常務執行役員 営業統括

守　家　祥　司   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  常務執行役員

福　島　隆　史 　シャープ株式会社
 研究開発事業本部　渉外部
上席参事

渡　辺　　　敦   JFEスチール株式会社  常　　務

桑　原　　　豊 　JXエネルギー株式会社  取締役　常務執行役員
新エネルギーカンパニー・プレジデント

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
本部長付

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

一　瀬　政　太   全国町村会  副会長

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

松　下　昌　宏   株式会社竹中工務店  エンジニアリング本部長

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企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ長

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  取締役　常務執行役員

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

村　田　恭　夫   東京ガス株式会社  ソリューション技術部長

石　谷　  　久 　東京大学  名誉教授

芋　生　憲　司   東京大学  教　　授

山　口　　　博   東京電力ホールディングス株式会社  代表執行役副社長　技監

油　谷　好　浩   株式会社東芝  上席常務

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

小　山　俊　博 　東電設計株式会社  執行役員　土木本部長

小　菅　祥　平 　東邦ガス株式会社  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  取締役執行役員副社長

樫　根　喜　久   トヨタ自動車株式会社  東京技術部長

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 次長

藤　村　　　浩   株式会社日本製鋼所  常務執行役員 研究開発本部長

西　川　省　吾 　日本大学　  教　　授

井　島　功　晴   日本電気株式会社  ｽﾏｰﾄｴﾈﾙｷﾞｰ事業部　主席主幹

入　澤　　　博 　株式会社ニュージェック  執行役員 
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氏　　名 　　会  社  名  等　　　 　役　　　職

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
電力ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ
新ｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部長

白　木　敏　之   日立造船株式会社  常務執行役員

  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 取締役執行役員 技術開発本部長

赤　丸　準　一   北陸電力株式会社
 代表取締役副社長
副社長執行役員

氏　家　和　彦   北海道電力株式会社  常務執行役員

横　田　　　浩   前田建設工業株式会社  顧　　問

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  金属事業本部　資源事業部長

鳥　井　幸　典 　三井造船株式会社  執行役員 技術開発本部長

岡　部　英　明 　三菱電機株式会社  電力・産業システム事業部長

柴　田　　　周   三菱マテリアル株式会社 執行役員 環境・ｴﾈﾙｷﾞｰ事業本部長

有　木　和　春   三菱マテリアル株式会社
環境・ｴﾈﾙｷﾞｰ事業本部　ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部
ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部長補佐

白　井　政　幸   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  取締役 兼 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

75名  
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平成 28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 
特定非営利活動法人 再生可能エネルギー協議会 

理事長 

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 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 内田 哲夫 
（株）荏原電産 

営業統括室 再生エネルギー営業部 部長 

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 垣内 峻 
（株）ＧＳユアサ 産業電池電源事業部 

システムエンジニアリング本部 SE推進部 担当 

委  員 加藤 潤 
（株）ユーラスエナジーホールディングス  

国内事業第一部 課長 

委  員 加納 達也 
（株）価値総合研究所 

パブリックコンサルティング第二事業部 主席研究員 

委  員 河本 桂一 
みずほ情報総研（株） 

環境エネルギー第 2部 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  広報渉外部 技術渉外Ｇ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ファシリティーズ 

経営企画部 政策渉外室 担当部長 

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企画グループ 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 新エネプラント事業部 

太陽光・風力発電技術部 太陽光技術第一課 課長 

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 

理事 

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 福島 隆史 
シャープ（株） 

研究開発事業本部 渉外部 上席参事 

委  員 松永 明生 
中国電力（株） 

経営企画部門 設備計画グループ マネージャー  

委  員 峯岸 利明 
（株）東芝 エネルギーシステムソリューション社 

ソリューション＆サービス事業部 太陽光発電システム技術部 部長 

委  員 山根 俊博 
清水建設（株） 

技術研究所 エネルギー技術センター 主任研究員 

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 

オブザーバー 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 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

太陽エネルギーの普及促進に関する提言 

 

平成２９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 


