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１．はじめに 

 

 これまで、太陽エネルギー委員会は、毎年、委員会としての提言を行ってきたが、

平成 29 年度の活動については、調査報告書としてとりまとめることとした。 

 

 足元では、平成 29 年度（2017 年）にＦＩＴ法が改正され、新たに事業計画認定

を取り入れた再生可能エネルギーの導入が進められている。また、電力システム改

革においては、平成 28 年（2016 年）の電力小売り自由化以降、2020 年の法的発送

電分離に向けた電力システムの制度設計に積極的に取組まれている。欧州では 10

年以上かけて実施された制度が、我国では、2020 年に向けてわずか 3～4年の間に

一気に進められようとしている。昨年 12 月には、2017 年 2 月の「電力システム改

革貫徹のための政策小委員会」の中間とりまとめを受けて、電力ガス基本政策小委

員会・制度検討作業部会が、第２次中間論点整理を行い、具体的な各電力市場（ベ

ースロード市場、容量市場、需給調整市場等）の実現に向けた制度設計案をとりま

とめた。再生可能エネルギーの拡大は、電力システム改革と表裏一体の関係にある。 

 

再生可能エネルギーの導入拡大が進む中、従来の系統運用の下で系統制約が顕在化

しているほか、調整力の確保やＦＩＴ制度からの自立に向けた事業環境の整備など、

新たな政策課題も浮き彫りになってきた。このため、総合資源エネルギー調査会省エ

ネルギー・新エネルギー分科会及び電力・ガス事業分科会の下に「再生可能エネルギ

ー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会」が2017年12月に設置され、再生可能

エネルギーの大量導入とそれを支える次世代電力ネットワークの在り方について、政

策対応の具体化に向けた検討として短期集中的検討が行われている。 

 

このように様々な制度改革、制度設計が進められていることから、本年度は、改 

正ＦＩＴ法の導入効果や電力システムの制度設計の進捗を見定めることが極めて重

要と位置付けた。また、太陽光発電の価格低減策として、２MW 以上の太陽光発電 

ＦＩＴ入札が試行されたが、まだ、評価分析を行うには十分なデータがないことな 

ど、今後のデータの推移をみることとした。これらの状況から、本年度の活動に関 

しては「提言」ではなく、「報告書」としてとりまとめることとした。 

 

調査結果の内容については、「住宅用太陽光発電システムの長期安定的な普及拡大

に向けて」、「電力システム改革による太陽光発電の着実な普及」、「長期安定電源と

しての太陽光発電を支える環境整備」の 3つの項目に分けて示した。多岐にわたる

調査の詳細は参考資料をご覧頂きたい。 
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２．調査 

調査１：住宅用太陽光発電システムの長期安定的な普及拡大に向けて 

 

2017 年 12 月開始の経産省「再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワ

ーク小委員会」でＦＩＴ買い取り期間終了の住宅用ＰＶの考え方が以下のように示

された。 

＜基本＞ 

・電気自動車や蓄電池と組み合わせるなどして自家消費すること 

・小売電気事業者やアグリゲーターに対し、相対・自由契約で余剰電力を売電す

ること 

＜期待される環境変化＞ 

・ＰＶ設置者にとっては、自家消費型のライフスタイルへの転換を図る契機 

・小売電気事業者やアグリゲーターにとっては、新たな供給力と需要を獲得する 

ビジネスチャンス 

＜重点＞ 

買取期間の終了とその後のオプション等について、官民一体となって広報・周

知を徹底することが重要 

 

このような状況下で、今後の課題を以下にまとめた 

 

（１）ＦＩＴ買取期間終了後も住宅用ＰＶの利用拡大を支える仕組みづくり 

住宅用ＰＶの市場に「相対・自由契約で余剰電力を売電すること」は実質初めて

の試みとなり、切り替え時の市場混乱が懸念される為、以下の取組が重要と考える。 

 

①相対・自由契約の運用スキームを明確にして広報すること 

自由契約下では、エリア毎に契約単価、条件が異なることが想定され、原則ルー

ルを広報しても発電事業者は対応できない。経産省が主導して、関係事業者の調整

を行い、基本的な枠組み(運用スキーム)を明確にし、ユーザーが具体的に行動でき

るような形での広報が必要である。 

 

②過渡期の対応を配慮すること 

原案では、所要電力会社との自由契約へと売電契約が自動的に更新される形は想

定されていないと聞く。2019 年 11 月には 40 万件／月もの自由・相対契約への移行

事業者が想定されており、短期間での相対契約は困難である。よって、半年前の 2019

年 5 月の段階では少なくとも各エリアにおいて、自由相対契約が可能な事業者（主

要電力会社を想定）と契約書類・手続きが整備されている必要があり、2018 年度中

に新しい売電単価・運用ルールが確定している必要がある。早期の運用スキームが

確定できない場合は、過渡期の特別な対応（自動更新）等も検討課題になってくる。 



3 
 

③住宅用ＰＶのリプレース等への対応 

2019 年 11 月にＦＩＴ終了する住宅用ＰＶは約 50 万件あるが、2019 年度は現行 

ＦＩＴの適用期間（住宅用買い取り単価 24or26 円／kWh）であり、古くなったＰＶ

を 新ＰＶにリプレースして更に多くのＰＶ発電を目指す事業者が相当数出現する

と想定される。 

 リプレースに関しては、旧ＰＶシステムの法定残存必要期間等の課題が存在する

が、ＰＶ発電の拡大の観点からリプレースを促進するような制度を検討していく必

要がある。 

 

（２）自家消費を主体とする利用形態の推進 

2017 年 12 月の経済産業省の再生可能Ｅ大量導入小委員会でＦＩＴ買い取り期間

終了後は自家消費型ライフスタイルへの転換が示唆された。自家消費を促進するよ

うな市場を整備していく必要がある。 

 

①家庭用蓄電池の普及拡大   

家庭用蓄電池に関して、現時点ではＰＶがＦＩＴ適用中であり、単価の安い深夜

電力を充電して活用する運転が主体となっている。2019 年以降は、ＦＩＴ適用を終

了した発電事業者ではＰＶからの充電に切り替えられることが想定されるが、その

事例は少なく、課題がまだ顕在化していない。早期に課題を顕在化させるためには、

実験的な運用など、検討が必要になる。 

 

② 昼間の自家消費を拡大できる家電機器の推進 

従来は深夜に運転していた給湯器（エコキュート）を昼間のＰＶ余剰で運転でき

るような製品の導入が始まっている。ＦＩＴ終了後の余剰活用を見据えた家電機器

の導入は系統への負荷軽減、ＰＶ設置者（発電事業者）の経済メリット拡大の効果

が期待される。運用に際して、電力契約メニュー上の制約などの課題を解決してい

く必要がある。 

 

③ＥＶ・ＰＨＶとの連携 

ＰＶの余剰電力活用策としてＥＶ・ＰＨＶの普及拡大が期待されている。しかし、

家庭での自家用車の利用実態を考慮すると、ＰＶからＥＶへの一方向充電では、Ｐ

Ｖの余剰電力の活用が限定されるため、ＰＶ、ＥＶの双方向充放電が可能な高度な

システムの普及拡大を今から検討する必要がある。 

 

（３）長期的にＦＩＴ適用終了電源を活用できる仕組みづくり 

2012 年 FIT 法で産業用ＰＶ（10kW 以上）の電力購入が始まったが、買い取り期間

が 20 年の為、2032 年以降は非住宅用途のＦＩＴ終了電源が大量に出現することに

なる。住宅用ＰＶにとっては 2032 年までの期間とそれ以降で余剰電力の活用方法が

大きく変化することが懸念される。具体策の実施は先のことであるが、先を見据え

た連続性のある対策の検討が必要となる。 
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調査２：電力システム改革による太陽光発電の着実な普及 

（系統制約の解消に向けて） 

 

１．電力需要の置かれている状況 

ＦＩＴ制度の導入によって、電源構成に占める再生可能エネルギー(大型水力を除

く)の比率が、ＦＩＴ導入前の 2.2%から 2017 年度末には、7.7％程度まで達した。

一方、2015 年から、本格的に始まった電力システム改革も、2016 年の小売り電力の

自由化を始め、2020 年の法的送配電分離に向け、新たな電力市場の制度設計も進ん

でいる。 

今後の電力市場については、徹底した省エネや、エネルギー構造の変化によって、

毎年、需要減となる見方が電力業界からも示されている。又、エネルギー効率を向

上させるべく、電力シフト（電化）も大きく推進されると考えられ、低成長需要の

中で、再生可能エネルギー電力の社会インフラとしての重要性はますます高まって

いく。 

 

２．電力系統制約の解消に向けて 

１）検討の背景 

このような背景のなか、自然変動電源の導入拡大の 大の課題は、系統制約の解消

である。電力システム改革の中では、基幹電源系統については、従来の基幹系統の運

用ルールを見直し､2019年度より導入される間接オークション方式へ向け準備は始ま

っている。太陽光による系統接続は、特別高圧では、配電用変電所から上位の送電線、

高圧以下ではあれば、下位の配電線への接続がほとんどで、大まかには地域内での送

配電問題としてとらえられ、系統の混雑緩和対策は、エリア系統対策とローカル系統

対策として位置づけられている。 

 

２）始まった検討委員会等 

系統問題審議の場としては、「広域的運営推進機関・OCCTO」の「広域系統整備委

員会」で長期方針（流通整備効率向上にむけて）として「コネクト＆マネージ」が

議論されている。又、足下の具体的な検討は、平成 28 年 9 月から検討が行われてい

る間接オークション導入に係る課題の検討を引き続き行う中で、追加的に地内送電

系統の利用ルールの検討を行うことを目的とし、平成 29 年 9 月以降に、これまでの

「地域間連系線の利用ルール等に関する検討会」から「地域間連系線及び地内送電

系統の利用ルール等に関する検討会」に名称を変更して開催検討することとなり、

再生可能エネルギー導入拡大に向けた、系統制約の解消むけて検討が始まった。 

 

３．系統制約の解消に向けて 

１）自然変動型再生可能エネルギーの拡大と系統接続の課題について 

再生可能エネ大量導入研究会の「系統への円滑な受け入れのための施策」で示さ
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れている通り系統制約は、変動面（出力変動に対する調整力）と系統設備容量面に

分けられる。 

 容量面では、更に、ローカルとエリアの２種の制約がある。 

①局所的（ローカル）な系統制約（系統連系には送電線の増強が必要） 

②エリア全体の系統制約（需給一致のため太陽光の余剰電力の制御が必要） 

 

このうち、エリア全体の系統制約の解決のためには、従来の先着優先による地域

間連系線の運用ルールを見なおし、地域間連系線の間接オークション方式として 

2018 年度から導入すべく検討され、連系線の運用が拡大しつつある。 

 

 喫緊の課題は、局所的（ローカル）な系統制約で、再生可能エネが導入できない

地区が全国的に広がっていること、又、ローカル系統増強のために、接続希望者に

よる増強設備の負担を決める「電源接続案件募集プロセス」を各電力が行っている

が、プロセスが煩雑なことや、設定価格次第で、何度かの調整が必要となり申し込

んでから１年以上かかることや、さらに増強工事が完成するには２～３年以上の増

強工事の期間が必要となり、再生エネ拡大のブレーキとなってきた。 

 

 そこで、従来の系統増強の前提となっている、過去の 大実績出力等を前提とし

た系統潮流を想定した、ローカル系統の増強の考えから、自然変動電源についての

出力変動特性や、地点によっても高出力となるタイミングが異なることから、年間

の潮流断面から、混雑発生を許容し、混雑時には一定の出力制御も容認していく、

いわゆる「コネクト＆マネージ」の考え方がより効率的な方法として提案されるこ

とになり、現在、各関連委員会や OCCTO が中心となって、制度内容が検討されてい

る。この具体的なイメージを図１に示す。 

    図１ 想定潮流の合理化等の取組の方向性 (OCCTO 長期方針から引用) 
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２）OCCTO で提案された想定潮流を考慮した系統運用の整理 

 系統での想定潮流を基準に考え方を、Ａ基準、Ｂ基準、Ｃ基準に整理して検討が

進められている、 

 

Ａ基準とは、全電源がフルに稼働する 大容量を前提に、系統の空容量を計算す

る基準であるが、実際に系統を流れる実潮流からすれば、ピーク火

力が稼働していない時間も、空きはゼロとなる。 

Ｂ基準とは、系統混雑が発生しない範囲で接続させていく考え方で、合理的な想

定潮流を試算して、空き容量があれば接続していく考え。 

Ｃ基準とは、系統混雑が発生しても、接続していく考え方で、合理的な算定でも

空がない場合でも、（常時混雑）一定の抑制を前提に接続していく考

え方。 

 

これまで、大きくはローカル系統の潮流については、原則、混雑管理は行われて

こなかったといわれてきたが、系統潮流の想定やシミュレーションなどで、一定の

抑制を受け入れることで、出力制御量の推定ができれば、事業者も将来の事業性を

判断することができ、金融機関などの融資判断も明確になる。 

図２に Ａ．Ｂ．Ｃ基準の基本的な考え方の整理を示す 

  図２ Ａ．Ｂ．Ｃ基準の基本的な考え方の整理（OCCTO から引用） 

 

尚、 新のＣ基準の具体的な接続方法として、「ノンファーム型接続」が示されて

いる。平常時出力制御条件付きで電源接続を行う考えかたである。系統制約時の出

力抑制に合意した新規発電事業者は設備増強せずに接続を行う方式である。 
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４．今後の検討ついて 

 

今後の検討ついては、以下の内容を十分に留意していく必要がある。 

 

１）できるだけ早いタイミングでＣ基準の検討まで進めることが再生可能エネルギ

ーの普及拡大につながる。 

 

２）新規電源に費用負担を求めるのではなく既存電源もふくめた混雑処理ルールの

検討が必要。（従来の基幹線の一般負担ルールの見直しも含めて） 

 

３）ローカル制約による出力制限が発生した場合の合理的な抑制ルールの確立につ

いて、公平性・透明性をもった検討が必要。 

   

４）現在、実施されている電源プロセス募集案件の方式では、 終決定までに非常

に時間と労力がかかり非効率である。「コネクト＆マネージ」との整合が求められる。 

 

５）分散電源の拡大による系統の構造変化を踏まえれば、基本的に系統送電費用に

ついては、配電費用と切り分けた公益インフラ費用とし電源別の格差をつけず、全

てが一律の社会インフラ費用として負担する考え方も検討してもよいのではないか。 
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参考１：OCCTO が「再生可能エネルギー大量導入・次世代ネットワーク小委」2018.1.14 で示した導

入スケジュール案 

 

 

参考２：太陽光発電競争力研究会（平成28年10月17日 報告書公開より引用） 

再生可能エネルギー・自然変動電源の系統対策については、平成28年10月に纏められた「太陽光発

電競争力研究会」で「安定的な信頼ある太陽光発電の実現～長期安定電源、系統制約対策～」の電力

系統制約の克服として取り上げられた。 

太陽光発電は、電源としての特性上、自然条件により出力が変動し、発電容量当たりの発電電

力量が小さいため、系統接続において、その特性を踏まえた効率的な系統接続を行っていくこ

とが重要である。また、太陽光発電が大量導入されるに当たって、出力変動が導入可能量の制

約となるため、出力変動対策として、制御技術、発電予測、系統用蓄電池の技術開発等を進め

ていくことが重要である 

○ 出力変動対策技術については、気象データを活用した発電予測技術と、蓄電池の活用等による出力

調整技術を組み合せて、広域的に需給調整を行う系統運用技術の開発を継続して行う。系統用蓄電地

については、系統運用に活用するための出力調整技術の実証と低コスト化へ向けた材料や製造工程の

改善などの技術開発を進める。 

〇 出力制御については、ネガティブな印象が強いが、EMS などと組み合わせること等、積極的に活用
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することで調整力として活用できる可能性があるとの指摘もあった。 

○ 今後、再生可能エネルギーの導入が進み、地域内の電力需要量を供給量が上回った場合、再生可能

エネルギーの出力制御が行われる可能性があるため、どのような形で電源間や発電事業者間の制御に

対する公平性を担保しながら出力制御が行われるのかについてのルール整備を行うとされた。 

http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/energy_environment/taiyoukou/pdf/report_01_01.pd

f 

 

参考３：再生可能エネルギーの大量導入時代における政策課題に関する研究会 

（平成29年5月25日～平成29年7月4日、これまでの論点整理より引用） 

この研究会の３章で「系統への円滑な受入れのための施策」が取り上げられ、再生可能エネルギー

の導入が拡大するのに伴い系統制約が顕在化している。系統制約は容量面と変動面（太陽光・風力の

出力変動に追随するため、調整力の拡大が必要）に大別され、容量面は更に以下の２種類の制約に分

類される。  

① 局所的な系統制約（連系のために送電線の増強が必要）  

② エリア全体の系統制約（需給一致のために余剰電力の出力制御が必要）  

一般送配電事業者の系統へ公平にアクセスし、利用することができる環境を整えることは、電力

システム改革の重要な取組の１つであり、また、欧米では再生可能エネルギーの導入等について系

統運用者にインセンティブを設けている例もあるなど、これらの制約を緩和･解消することは、再生

可能エネルギーの円滑な導入にとって重要である。他方で、同時に、そのための運用や設備形成の

コストの 小化、費用と便益の比較という視点から も適切な対応を検討していくことが必要であ

る。 

http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/data/20170713001.html 

第 4 回の研究会では、OCCTO から「日本版コネクト＆マネージ」に関する検討が示された。 

http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/energy_environment/saisei_dounyu/pdf/004_04_00

.pdf 

参考4： 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会  

（平成29年12月18日 ～ 第1回 小委員会資料より引用） 

http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/denryoku_gas/saiseikanou_jisedai/001_haifu.ht

ml 

2030年度のエネルギーミックスを着実に達成するためには、再生可能エネルギーをコスト競争力の

ある主力電源にし、その大量導入を持続可能なものとすることが必要である。  

世界的には、再生可能エネルギーの導入拡大に伴い発電コストが低減し、コスト競争力のある電源

となってきている。一方、我が国においては、2012年7月のＦＩＴ制度導入以降、急速に再生可能エネ

ルギーの導入が進んでいるものの、その発電コストは国際水準と比較して依然高い状況にある。  

また、再生可能エネルギーの導入拡大が進む中、従来の系統運用の下で系統制約が顕在化している

ほか、調整力の確保やＦＩＴ制度からの自立に向けた事業環境の整備など、新たな政策課題も浮き彫

りになってきている。 このため、総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会及び

電力・ガス事業分科会の下に「再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会」を

設置し、再生可能エネルギーの大量導入とそれを支える次世代電力ネットワークの在り方について、

政策対応の具体化に向けた検討を行う。 
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調査３：長期安定電源としての太陽光発電を支える環境整備 

 
（１）脱炭素社会実現のための加速的な導入に向けて 

パリ合意に基づく大幅な温室効果ガス排出削減（2050 年 80%減）、脱炭素社会の実

現に向け、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。 

社会のニーズ、将来のあるべき姿を考慮のうえ、2050 年を見据えた太陽光発電の

あるべき姿を描写するとともに、再生可能エネルギーや今後期待される新たな革新

技術を 大限導入していくための野心的な目標やシナリオ、ビジョンが必要である。 

 
（２）長期安定電源としての運用に向けて 
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、すなわち長期安定

電源としての容量である。ＦＩＴ制度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、発電事業者の意識を高め、かつメ

リットのある枠組みが必要である。 

例えば、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、適切な保守管理を行うための技術者の育成と資格化などが挙げられる。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も必要であ

る。また、今後は発電設備の転売ビジネスなども考えられ、発電事業に対する責任

の明確な継承が重要である。 
 
（３）ＦＩＴ制度からの自立に向けて 
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、今後は高

コストを補う制度から低炭素電源等としての価値を付与する制度、例えば、卸電力

市場価格にプレミアムを上乗せする Feed-in-Premium（ＦＩＰ）などが考えられる。

その際、プレミアム分の設定は、従来の住宅（10kW 未満）・非住宅（10kW 以上）と

いう画一的なものではなく、出力規模（現在のＦＩＴ統計の区分）や用途に応じた

設計とすることが良い。 

プレミアム価格の設定、あるいは固定価格買取を維持する場合においても、スラ

イディングスケール方式など、支援総額が肥大化しないことが重要である。 
また、今後は非住宅用（建物分野）においても、自家消費を前提とした導入が進

展していくことが期待され、そのような市場を整備していくことも必要である。 

 
（４）導入分野の拡大に向けて 
①ＺＥＢの推進 
ＺＥＢは、ＺＥＨと同様、加速的な推進が期待されているが、現時点において立

ち遅れている。その理由として、建物のエネルギー消費と対比して、省エネ・再エ
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ネによる実質エネルギー消費の削減の余地が小さいことがある。 
建物における再エネ利用の筆頭、有望技術はやはり太陽光発電であるが、屋根・

屋上設置のみでは、ＺＥＢ実現への貢献は非常に小さい。そこで期待されるのが、

屋根・屋上よりも大きな設置可能面積を有する垂直面（壁面・開口部）における太

陽光発電利用であるが、垂直面に設置した太陽光発電は発電量が小さく、また、様々

な建築デザインとの融合が要求されることから価格が高く、単純な量産による価格

低下も困難である。 
太陽光発電電力の自家消費推進に舵を切りつつある欧州では、ＢＩＰＶの市場化

に向けた議論や取組みが再燃している。日本においても、ＺＥＢの推進と相まって

の太陽光発電導入の推進に向け、ＢＩＰＶに再着目し、製品性能の向上、製造技術

の効率化、設計・施工の標準化、効率的かつ安全な保守管理などへの技術開発や標

準化、導入支援への取組みを改めて実施していく必要がある。 
 
② 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。 

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、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。 

また、複数の分散型電源を組み合わせて利用するＶＰＰ（Virtual Power Plant）

への注目が高まっている。ドイツではＶＰＰ事業者による再エネ電力の販売代行や

アンシラリーサービスが行われている。日本でも太陽光発電をはじめとする再エネ

電力の利用を推進するビジネスモデルの出現、台頭が期待される。 
 
③ ＥＶ普及、水素製造等との連携 

欧州や中国など、ＥＶ普及に向けた動きが世界的に急速に活発化しているが、そ

の電源としてのクリーンな電力の確保に関する議論はまだ少ない。提言 1(2)にある

住宅用太陽光発電との組合せに加え、電気自動車や充電ステーションでの直接的な

太陽光発電利用もニーズはあり、ＩＥＡ傘下の技術協力プログラム「PV and 

Transport」（日本が提案）も発足する。運輸部門（インフラ含む）における太陽光

発電利用は新たな導入分野として期待され、分野を超えた取組みが期待される。 

また、太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギー電力からの水素製造（ＣＯ2 

フリー水素）も脚光を浴びつつある。中長期的なテーマではあるが、地に足の着い

た議論が必要である。 
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３．まとめ 

 
世界の電力市場では、急激な速度で再生可能エネルギー導入が加速している。2015

年に続き 2016 年には、化石燃料系の発電容量を更に超え、年間導入容量の記録を更

新した。この主要な原動力は太陽光発電である。ＣＯＰ21 パリ協定以降、風力発電

と太陽光発電コストは、世界的に化石燃料発電と同程度の水準か下回る国が増えて

きた。世界各国ではこれからのエネルギー消費を担う電源として、再生可能エネル

ギーを導入拡大させるべく、ＦＩＴの導入や、コスト低減に向けた競争政策を実施

している。 

 

我が国においては、本年がエネルギー基本計画の見直し年度となり、「2030 年の

エネルギーＭＩＸの見直し」作業が行われている他、2050 年までに温暖化ガス削減

80%を視野に入れた「エネルギー情勢懇談会」の研究会が開催された。電力システム

改革については、2016 年の電力自由化以降、2020 年度の法的発送電分離に向けた制

度設計が急速に進められている。特に、分散型再生可能エネルギーの拡大は、従来

の電力システムの改革と表裏一体となった制度設計といえる。再生可能エネルギー

の拡大については、「再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員

会」で平成 29 年 12 月から集中的に議論されている。 

 

このような、様々な検討が行われている背景を踏まえ、本年度の活動は、提言書

ではなく、太陽光発電が将来に主要電源になる方向を目指した調査報告として 3 つ

のテーマについて取り上げた。 
 
調査１では、「住宅用太陽光発電システムの長期安定的な普及拡大に向けて」 

ＦＩＴ終了後の救済措置については調達価格等算定委員会で案が示されたが、

終了後も住宅用太陽光発電の利用拡大をはかる考え方を示した。 

調査２では、「電力システム改革による太陽光発電の着実な普及」 

系統接続で、新規分散電源となる太陽光発電の導入拡大の 大の課題である系

統問題での［コネクト＆マネージ］の今後のありかたにふれた。 

調査３では、「長期安定電源としての太陽光発電を支える環境整備」 
将来の主要電源になるため、また、ＦＩＴからの自立化にむけた基本的な考え

方ならびに今後の導入の拡大にむけた考え方を示した。 
 
近年、世界的にも、国内においても、エネルギー・環境の面で太陽光発電ほど成

長が大きく、かつ、変化の激しい産業は無いといえる。太陽光発電の普及に関して

は、改正 FIT 法によって新たなステージをむかえ、2030 年のエネルギーＭＩＸの

中でも、主要電源として位置付けられた。将来はＦＩＴから自立した電源として、

社会インフラの一部を担っていく電源として期待される。本調査が再生可能エネル

ギー・太陽光発電の普及に少しでもお役にたてれば幸いである。 
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１．激変する太陽光発電の市場動向 

１．１．変動する世界再生可能エネルギー動向 

１）再生可能エネルギーの世界的な拡大 

2015 年 12 月の「パリ協定」の採択によって、参加国は国際社会がめざす脱炭素化にむかう長

期の目標・ビジョンを設定し、今世紀後半には、温室効果ガスの排出量「実質ゼロ」をめざす

挑戦が始まった。又、2015 年 9 月には、「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目

標）」略称 SDGs が、国連サミットで採択され、国連加盟 193 か国が 2016 年～2030 年の 15 年間

で持続可能な社会を目指して行動する動きも進行している。2015 年から 2016 年は、このような

背景からも世界的な環境・エネルギー情勢が、大きく変化する歴史的な時期となった。 

 IEA「 World Energy Investment2016 」では、2015 年の発電設備への投資で、再生可能エネ

ルギーが化石燃料設備を超えたことが示された。また、IEA「Renewables 2017」では、2016 年

の発電設備増加容量は、太陽光発電が、石炭発電を超えたことが確認された。世界的にも再生

可能エネルギーをリードしているのは、太陽光発電と風力発電であることがわかる。又、COP23

（議長国・フィジー、2017 年 11 月ボン開催）では、20 か国が 2030 年までに石炭火力廃止を決

めさらに再生エネへのシフトが進むと推定される。 

 

図 1.1.１世界の発電設備投資 2015 年   図 1.1.2 世界の 2016 年の発電設備増加容量 

（IEA World Energy Investment2016）   （IEA Renewables2017） 

 

 IEAPVPS（Snapshot 2017）によると、世界の 2016 年の太陽光発電の年間導入量は、75.4GW

となり、前年にくらべ 5割近くの伸びとなった。年間導入量のランキングでは、昨年に続き、

中国が 34.5GW と 1 位となり、米国（14.7GW）,日本（8.6GW）,インド（4GW）,英国（２GW）と

続く。2016 年は、日本・欧州の減少を、中国、米国、その他の国での成長がカバーした。順調

な、中国、米国、インドに加え、アフリカ、南米、パキスタンなど世界での普及が拡大。この

結果、2016 年末の、世界の累積導入量は、303.1GW に達し、過去 10 年間に、297GW 以上の導入

が行われたことになる。累積導入量では、中国が世界１位の 78.1GW、日本は、2位の 42.8GW で

3 位のドイツの 41.2GW をわずかに上回った。世界では１GW を超えた国が 24 カ国、500MW 超えの

国が 16 カ国で、世界規模で成長している。 
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図 1.1.3 世界の太陽光発電の導入量の推移（IEAPVPS snapshot 2017 より引用） 

 

２）RE100 企業ならびに環境投資の動き 

世界の先進企業では、自社のエネルギーを今後 100%再生エネルギーで賄う「RE100」動きが拡

大している。RE100 とは、事業運営を 100% 再生可能エネルギーで調達することを目標に掲げる

企業が加盟するイニシャティブで、「Renewable Energy 100%」の頭文字から「RE100」と命名さ

れている。2014 年 に発足し、2017 年 12 月時点では、世界全体で 117 社が加盟。RE100 の加盟

企業は、毎年「CDP 気候変動」の基準で報告書を作成し、進捗状況を RE100 事務局に提出し、報

告書に記載する再生可能エネルギー電力発電や消費の情報は、第三者監査が求められ、報告さ

れた情報は、RE100 のホームページや年次報告書の中で公開されることから、企業の社会的な環

境貢献や、社会価値を高める先進的な動きとして広くアピールできる。日本でも、リコー、積

水ハウス、アスクルなどが参加し、今後、国内でも拡大していくと想定される。リコーでは、

2050 年までに再エネ電気 100%調達、2030 年までに少なくとも 30%の調達、積水ハウスは、2040

年までに再エネ電気 100%調達、2030 年までに 50%、アスクルでは 2030 年迄には 100%調達、中

間目標として 2025 年までに 80%調達など、再生可能エネルギー電気に対する期待は高い。 

  

  

 

 

 

 

 

 

図 1.1.4 RE100 代表企業  
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一方、金融面は、世界の投資家が環境投資を優先する「ESG 投資」の考え方が広がっている。

「ESG 投資」とは、環境（Environment）、社会（Social）、企業統治（Governance）に配慮して

いる企業を重視・選別して行う投資で、環境では CO2 の排出量削減や化学物質の管理、社会で

は人権問題への対応や地域社会での貢献活動、企業統治ではコンプライアンスのあり方、社外

取締役の独立性、情報開示などを重視する考え方で、国連が 2006 年に 投資家がとるべき行動

として責任投資原則（PRI：Principles for Responsible Investment）を打ち出し、ESG の観点

から投資するよう提唱したため、欧米の機関投資家を中心に企業の投資価値を測る新しい評価

項目として取り入れられるようになってきた。ESG 投資は環境、社会、企業統治を重視すること

が、結果として企業の持続的成長や中長期的収益につながり、財務諸表などからはみえにくい

リスクを排除できるとのことから、金融機関や投資家が環境投資を優先する動きになってきた。 

特にこれからの事業経営の面からは、企業のグローバル化の中でのサプライチェーンや、環

境・社会・ガバナンスに十分に配慮していないとみなされると、資金が引きあげられるリスク

があることから企業責任の面でも、関連企業も含めた対応が求められる。今後とも、太陽光発

電や風力発電に対する企業の取組みが更に重要視される方向といえる。 

 

 

 

 

 

 

図 1.1.5 世界の再⽣可能エネルギーの ESG 投資額の推移 

出典：Bloomberg New Energy Finance, UN Environment 
 

現在の世界の再生可能エネへの投資額は毎年 1800 億ドル程度で、種類別には風力と太陽光発

電への投資が順調に増え、この 2つが今後の主力電源と想定される。 

 

ESG 投資の一環として、世界の金融が、グリ－ンボンド発券を行い、再生可能エネルギーの投

資促進を促している。”Green Bonds Highlights 2016”のデータから、2016 年に発行された

GB の資金の充当対象プロジェクト別割合をみると、「（再生可能）エネルギー」が 4割近く、

次いで「建築物や産業（の省エネ）」が約 2割弱、「（低炭素）交通」が 16％、「（持続可能

な）水資源」が 14％となっている。そのほか、「廃棄物処理」、「農業・森林」、「（気候変

動に対する）適応策」となっている。 
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”Green Bonds Highlights 2016”では、2015 年にはエネルギー分野が過半を占めていたが、2016

年にかけて徐々に他のセクターの割合が増えつつあり、低炭素への移行の動きがあらゆるセク

ターへと広がる傾向にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       図 1.1.6 2016 年世界のグリーンボンドの内訳  

  

３）世界的に加速する再生可能エネルギーの価格低下 

2015 年新規の電力設備投資で、再生可能エネルギーが化石エネルギーを上回った現象は、再

生エネルギー価格の低下が、世界各国の導入施策を後押しする良循環といえる。 FIT 等の積極

的な導入策や、入札制度などによって、技術革新や設備投資が呼び込まれ、コストダウンが世

界的に広がっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRI（Principles of Responsible Investors）    Announced Wind and Solar average auction price 

Reynolds, Managing Director 2017.10.25.           IEA  Renewables 2017  2017.10.4 

図 1.1.7．風力・太陽光発電の価格低下    図 1.1. 風力。太陽光発電の平均入札価格 

 

PRI によれば、2009 年から 2015 年の間の、風力発電設備費は 61%、太陽光発電設備は 82%

のコスト低減が進んだとしている。IEA Renewables2017 においても、世界での再生可能エ
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ネルギーの入札では太陽光発電と風力発電がリードし、従来型の化石燃料型の発電単価を下回

る案件も多くでてきていると報告されている。 

 

 

４）運輸部門の EV へのエネルギーシフト(拡大する EV の期待) 

IEA「Renewables 2017」では、エネルギー消費のなかでも、再生可能エネルギーへのシフ

トが遅れている運輸輸送部門について、運輸部門のバイオ燃料の伸びだけではなく、電力部門

の再生可能エネルギーの成長を加速する、EV の成長への期待も示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    図 1.1.9 Electric car fleet 2016-2040 IEA「Renewables 2017」 

 

 運輸部門の CO2 削減が、EV へのシフトの動きとして急速に世界的に広がっている。ノルウェ

ーとオランダは 2025 年から、ガソリン・軽油車の販売を禁止すると決めた。イギリスとフラン

スも 2040 年までにガソリン・軽油車の販売を停止する方向を決めている他、米国のカルフォル

ニア州にも同様な動きがある。世界 大の自動車市場となる、中国も 2017 年 9 月には、EV シフ

トへの政策を発表している。このような、世界の EV シフト政策に対して、世界の自動車メーカ

ーも、EV 生産者や PHV へシフトする動きが加速している。特に、成長市場となる中国の動きは

世界の自動車メーカーにとっても関心が高い。 

 

課題は、EV の普及拡大に合わせて、EV 電源をいかに、再生可能エネルギー調整電源に出来る

かといえる。住宅用太陽光発電からの再生可能エネルギーと EV は相性がよい。将来的には、EV

のエネルギー貯蔵力を活用した、V2G 等の電力社会システムへの展開や、住宅などのエネルギー

貯蔵・調整も EV が担っていくことも期待でき、米国・テスラ社に見るごとく技術開発から実用

化へ進む動きとなっている。 
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１．２. 日本の太陽光発電の動向 

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 28 年度(2016 年度)の国内太陽電池モジュールの出

荷量は、6.59GW となり、対前年比で-11,2%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の導入以降、平成 26 年度（2014 年度）をピークに導入は減少し安

定成長期に向かい、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しめして

いる。又、平成 29 年度の第 2 四半期までの国内出荷量は、2.5GW となり、対前年同期比-11%

となり、市場分野別には、非住宅分野では-10%に比べ住宅分野では-24%の落込みとなった。 

（JPEA 統計はモジュール DC 基準） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ル取扱会社約 40 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、連続性をもった出荷傾向変化(DC 基準)のモニタリングのためには効果的な内容である。

一方で、FIT 法の導入以降、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。後述される FIT 法での設備認定での導入量での導入容量については、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、JPEA 統計では、全体モジュール

出荷の補足率は 7～8割程度と推定されることに留意する必要がある。 

 

MW 

総計 8.625 
国内 8,545 

総計  9,872 
国内 9,216 

総計 7,957 
国内 7,137 

総計 2,660 
国内 2,543 

総計 6,859 
国内 6,340 
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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 29 年(2017 年)3 月末までの、設備認定容量の累積容量は、84.5GW

となった。平成 26 年度末（2015 年 3 月末）に急激な認定となった 82.6GW 以降、設備認定の失

効や、取消案件が新規認定申請を相殺することで以降の年間認定増加ペースはほぼ、横這い傾

向にある。設備規模区分でみると、表 1.2.1 に示されるごとく、10kW 未満の住宅用では、5.4GW、

非住宅用(10kW 以上)では、79.1GW となった。(設備認定は AC 基準) 

 

 平成 29 年度の改正 FIT 法では、2017 年 3 月末までに、接続契約が締結できない場合には、従

来の設備認定が失効する運用が行われる。改正 FIT 法では、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、認定枠の整理が進み、実質的には当該年度内に接続契約が可能な案件

が主体となることから、持続的な導入へ移行すると想定できる。 

         

     表 1.2.1. 2017 年度末時点の導入量と設備認定量 

 

 

 

 

 

 

 

 経済産業省は、2017 年 3 月末の推定失効認定量を 4月に公開している。各電力会社の接続検

討期間が 9か月かかることら、2018 年 6 月末までに、認定が取得できなかった案件や、電源入

札プロセス参加者でプロセス終了後 6カ月以内に取得できない案件を、各電会社に聞き取った

結果、再生エネルギー全体で約 27.7GW と推定された。実際には、27 年 3 月までに、接続契約が

締結されたり、ﾊﾞｲｵﾏｽ調整などによって、失効容量は下回るとされた。 

             表 1.2.2. 推定失効認定量 
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 この結果は平成 30 年 1 月の調達価格等算定委員会で、失効状況が 終的に、14.6GW（住宅用

は除く）になったことが明らかにされた。当初の予想にくらべ、失効量が少なくなったのは 2017

年 3 月まで接続、ならびに移行分の 2017 年 9 月末までの接続契約が多くなったと推定される。

図 1.2.2 に 3 月末の非住宅太陽光発電の失効状況を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    図 1.2.2 旧 FIT 制度化の認定案件の失効状況（非住宅用太陽光） 

 

設備導入量については、平成 24 年 7 月から、平成 29 年 3 月末の累積容量は、33.53GW となり、

平成 29年 3月末(2017 年 3末)時点では､FIT 導入前の 5GWを加えた 38.5GW に達し導入量は順調

に拡大している。平成 29 年 3 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 1.2.3 

の通り約 51GW 程度ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

     図 1.2.3 太陽光発電の認定量と導入量の比較（推定失効量）   

 

 

今回の FIT 法の改正で、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失効する。約 15GMW 分が
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接続できないとすれば、新認定への移行は35GW、新認定の全てが導入されればFIT対象で70GW、

FIT 導入前の 5GW が加われば合計 75GW が導入される可能性が高い。 

 2030 年エネルギーMIX では、64GW を大きく上回ると見込まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図 1.2.3 太陽光発電の年度別導入量（2012 年 7 月から 2017 年３月末まで） 

 

年度別導入量については、2014 年度の 9.4GW をピークに、2016 年度には 6.2GW まで導入量が

低下している。今後は、失効案件の整理にもよるが、表 1.2.3.に示すとおり、２MW 以上のリー

ドタイムの長い案件は、一定の水準で運開していくと見込まれる。又、10-50ｋW の低圧案件に

ついては、過去の分割設置案件の失効等により、大規模案件に比べ失効容量が多いと推定され

るが、大規模案件に比べ設置の制約の少ない地区ならびに、配電系統での余裕のある地区も多

くあることから、定常的な導入が継続すると見込まれる。 

 

表 1.2.3. 規模別累積認定容量と導入量（2012.7～2017，3 末） 

ＭＷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電規模 累積認定量（A)

2012.7-2017.3 

累積導入量（B) 

2012.7-2017.3 

導入率 

（A)/（B) 

1 2MW以上 27,557  3,951  14.3% 27.8% 

2 1M-1999kW 13,209  7,379  55.9% 

3 500-999kW 5,115  3,427  67.0% 66.9% 

4 50-499kW 4,701  3,142  66.8% 

5 10-49kW 28,465  10,854  38.1% 

6 10kW未満 5,493  4,745  86.4% 

合計 84,540  33,498  39.6% 
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２．改正 FIT 法の施行 

２．１．FIT 法見直しと運用状況について 

 

１）改正 FIT 制度の導入 

2012 年 7 月から導入された、FIT 制度は 5年間で 33.5GW の導入が行われ確実に成果を上げ

た一方で、太陽光発電への偏重、再エネ賦課金の増大、未稼働案件の増大など、問題も顕在化

した。これらを是正すべく 2017 年 4 月からの改正 FIT 制度が実施されることとなった。 

図 2.1.1.は、経済産業省が、今回の FIT 法改正の 3つの課題と、施行内容の考えを示した内容

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      図 2.1.1.FIT 制度の見直し（2017 年 4 月から施行） METI 資料より 

 

 改正 FIT 法は 2017 年 4 月 1日から施行されたが、新たに電子申請になったことや、既存の設

置者も新 FIT 法への移行手続きが求められるため、手続き面での課題も発生した。運用面での

ポイントと、今後の課題について次に整理した。 

 

〇ポイント 1：接続契約の締結を前提とした事業計画認定 

改正 FIT 制度では、従来の、設備認定から、国が定めた事業計画ガイドラインに沿った事業

計画を認定する事業認定となる。事業計画の認定には、電力会社と接続契約締結が、事業計画

の認定要件となるため、予め系統接続の確実性を検証することが鍵になる。 

このため、制度改正後には、系統制約や電源接続募集プロセスなど面から、新規接続契約が年

度内でできない案件も多く発生したことや、電子申請に伴う添付データの不備や事業計画届の

電子申請審査手続き遅れとも重なり、今後は手続きの円滑化の改善が期待される。 
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〇ポイント 2：新制度の事業認定要件は旧制度の既認定案件にも適用 

改正 FIT 法施行後は、現行の FIT 制度で認定された既存案件についても、新制度における事

業認定要件となる認定基準・遵守事項（今回の省令改正で規定）を守る必要がある。みなし認

定として、一定期間に事業計画届を提出しないと失効の可能性がある。 

 特に、10kW 未満の住宅用設置者にとって、新制度への移行みなし手続きが求められたことで、

締切期間の手続き周知の他、みなし認定の電子申請についても、実処理面での混乱が発生した。

設備の変更申請にともなう電子手続きの遅れも更に混乱を加速させる結果になった。今後、制

度運用面での改善が期待される。特に、10kW 以上の低圧審査の新規ならびに更新についても大

幅遅れの結果、みなし申請が受理されないと、変更計画が届出できない為、設置事業者の工事

や施行に支障が発生することも起きた。今後の改善が期待される。 

 

〇ポイント 3：価格決定方式が変わった 

改正 FIT 法・平成 29 年度（2017 年度）からは、中期的な価格低減目標が示され、新しい方式

で FIT 買取価格が決まることになった。(10kW 未満は 3ヵ年、10kW 以上～2MW 未満は、単年、２

MW 以上は入札）10kW 未満の住宅用については、3カ年先までの、価格予見性が明確になったこ

とから、住宅設置者にとっても確実な計画が見通せる。非住宅については、3年以内に運開でき

なくても、超えた期間が調達期間の短縮になることから、事業予見性が高まる。入札について

は２MW 以上とされ、2017 年、2018 年は、試行期間として設定された。 

 特に、第 1回の FIT 入札については、500MW に対して落札は 9件 141MW となったが、 終的に

は 4件 41MW の結果となり、接続要件や、補償金支払い要件などの札要件緩和措置がとられるこ

とになった。産業界からのヒヤリングでは、緩和措置次第ではまだまだ、潜在市場があると想

定されている。 

           

         表 2.1.1.第 1 回目の太陽光発電の入札結果 
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〇ポイント 4：過去に設置したパネルの事後の増設制限 

過去に設置した太陽光発電システムの設備容量を（PCS 容量）を変えずに、太陽電池モジュー

ル容量を、モジュール容量の増設変更申請で、発電量を増加させる手法(いわゆる過積載)が、

太陽電池モジュールの価格低下に)併せて多く取られるようになってきた。過去設置案件の調達

価格が、そのまま増加発電量に適用される結果、FIT 賦課金の増加となるため、平成 29 年の省

令改正によって、平成 29 年８月末以降は、太陽電池パネルの増設について、一定基準を超える

とか価格が 新価格を適用されることになった。尚、設計段階から、モジュール容量を、PCS

容量に比べ過剰に設置することは認められる。 

 

本制度は、変更申請の電子申請遅れにより多くの事業者に混乱が生じ、円滑な変更手続きが

できない現象が生じた。変更申請での手続きの煩雑さから記載面での不備や、丁寧な説明不足

も影響していると思われる。また、太陽電池モジュールの取換えに対する変更申請については、

大 3kW までしか認められないため、メガソーラー等のモジュール補修等で、同一パネル枚数

でもパネルの性能向上がある場合であって、この制約を超える場合には、回路数を減らす対応

が必要となり、結果として太陽電池容量を減らすといった性能向上を配慮しない制度となって

おり、今後の制度改善が期待される。 

 

2017 年度は、改正 FIT 法に移行するための電子申請や、手続き審査の手続き遅れが発生した。

みなし移行にともなう手続きや、新規事業計画認定にともなう手続き、8月からの過積載の制に

伴う変更手続きなども重なり、多くの事業者に影響が起きた。年度後半には徐々に改善が行な

われているが、さらなる改善を期待したい。 

 

 制度改定にともなう、新しい電子システムの導入・設計にあたっては、基本的に考慮すべき 3

点があげられる。 

  ➀新システム導入期日にあわせたシステム設計には十分な時間とシステム分析 

  ②新しいシステムフローや、実務的な事務処理の全体を、とりまとめる体制が必要 

③システムベンダーについては、請負価格だけではなく、システム分析力、システム改良 

などの変化する応用力を持った選択 

など、の事前の留意が必要と考えられる。 
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２．２．2018 年度の買取価格の審議 

１）価格低減目標の設定 

昨年度の調達価格算定委員会の取纏めでは、一昨年に太陽光発電のコスト競争力強化の為に実

施された「太陽光発電競争力強化研究会」での検討を参考に、2020 年ならびに 2030 年の価格目

標が示された。本年度の調達価格等算定委員会でも、この価格目標を参考に審議がおこなわれた。 

 

FIT からの自立を目指し、以下の水準を達成。  

非住宅用太陽光発電：2020 年に発電コスト 14 円/kWh、 2030 年に発電コスト７円/kWh 

住宅用太陽光発電 ：2019 年に調達価格が家庭用電気料金並み(24 円/kWh)、 2020 年以降、早期

に売電価格が電力市場価格並み(11 円/kWh) 

今年度の審議は、この価格目標を勘案し、さらにコスト効率的な導入が図れる設定とされた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         図2.2.1 中期的な価格目標の設定 

 

２）平成29年度の調達価格算定委員会の検討 

 

〇10kW未満 （主に住宅用） 

価格は3年先の2019年まで設定されているが、今回は、2020年度は設定しない方向が決まった。 

2017年度システム価格分析では、新築設置データの平均単価が35,4万円/kWとほぼ横ばい、上位25%

水準のトップランナー値についても30.6万円/kWと微減となった。 

 結果として、システム費用については、昨年度から平均値は横ばいである一方で、トップラン

ナーは微減し、運転維持費、余剰売電比率は想定値とほぼ同水準となり、設備利用率については、

今後の長期的な動向を注視する必要があることを踏まえると、今後トップランナーのコスト低減

傾向が全体に波及し、さらに安価で事業を実施できる案件が拡大する可能性があるとした。 

 こうした動向を注視する必要があることから、今年度の委員会では2020年度の価格を決めず、

今後しかるべき時期に決定する方向となった。  
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〇10kW 以上 2MW 未満まで（非住宅 主に業務用） 

昨年度の委員会では、直近の 1年間に発電された電力量と個々の設備の認定出力から、各設

備の利用率を確認し。その上で、効率化を促していく観点から、1,000kW 以上の平均値 15.1%が

採用された。 

 今年度も同様の分析が行なわれた結果、1,000kW 以上の平均値は 15.6%となっており、想定値

（15.1%）を上回っている。これは、パネルコストの低下により、これまで大規模案件中心だっ

た過積載が規模の大きさを問わず進んでいることが影響していると分析された。 

 こうした動向を踏まえて、今年度は設備利用率についても、システム費用と同様にトップラ

ンナー分析を行った結果、1,000kW 以上の上位 25%水準（システム費用におけるトップランナー

分析と同様）は、17.06%となっており、設備利用率が 17%を超える案件が一定程度運転開始しつ

つあるとされた。これは、直近１年間の 10kW 以上全体の上位 5～10％程度の水準に相当するが、

2016 年から 2017 年で全容量規模で急速に過積載が進んでいる中で、今後 10kW 以上全体で設備

利用率の上昇が見込まれることへの考慮も必要と分析された。  

 以上を踏まえ、コスト効率的な導入を促していくため、来年度の想定値については、設備利

用率もシステム費用と同様に 1,000kW 以上の上位 25%水準（17.1%）を採用することが示された。

システム設備利用率の、FIT 価格への影響は大きい。 

 

〇入札対象案件・2MW 以上 

1 回目入札結果が低調結果（500MW 募集に対し 9件 141MW)で、また 終的に 2次保証金支払い

に応じた案件は 4件・41MW となった、結果については、2.2 に示したが、この結果を受け入札

要件の緩和措置を以下の通り行う方向になった。 

 

①FIT 認定取得期限 

入札後の設備認定期限（落札 3カ月以内に、設備認定要件となる接続契約の締結）について

は、2回/3 回については、いずれの回についても、2019 年 3 月末とする。 

 

②2018 年の上限価格 

太陽光の第 1回入札では、応札量が募集容量を下回り、上限価格で落札された案件があった

ことから、太陽光第 2回・第 3回の上限価格は非公表として実施し、開札後に公表。 

 また、太陽光第 2回の上限価格は今年度中に定め、太陽光第 2回の上限価格は、太陽光第 2

回の入札結果を踏まえ、第 3回の入札募集開始（2018 年 11 月 22 日）まで定めることが示され

た。 

 

③保証金の金額と上限 

一部の事業者からは、保証金の金銭的負担が大きいとの指摘もあったため、同様に入札を実

施している海外の例と比較したところ、日本の保証金額と同水準かそれ以上であり、上限金額

は同様に存在しなかったと分析。したがって、2018 年度も第 1次保証金＝500 円/kW、第 2次保

証金＝5,000 円/kW する方向が示された 

 

 



28 
 

④2次保証金の没収（運転予定日を超過した場合の保証金） 

認定取得から３年間（太陽光の場合）という運転開始期限（超過した分だけ調達期間が短縮）

があることから、運転開始予定日を超過して運転開始しない場合も保証金を没収しなくても、

落札者の確実な事業実施の担保は可能であり、運転開始期限を超過を前提にした入札も排除す

るべきではないのではないか。認定取得期限までの確実な認定取得を担保する仕組みを前提に、

「事業者が自ら定めた運転開始予定日を超過して運転開始しなかった場合」を第２次保証金の

没収事由から削除する方向性が示された。 

 

⑤2 次保証金の没収について（認定取得期限までの確実な認定取得を担保する仕組み） 

認定取得期限までに認定取得できなかった場合、落札者決定は取消し。ただし、第２次保証

金は即時没収とはせず、当該認定取得期限の経過後、 初に実施される入札に参加し当初落札

価格以下の価格で入札することを条件に、１回に限り、当該入札の保証金として充当すること

ができる（当該入札に参加しない場合は、没収） 

 

⑥不可抗力の 2次保証金の没収について 

大規模災害など予見困難な事象の発生により事業を中止せざるを得なくなった等の場合でも、

多額の保証金が没収され得ることについて、大きな事業リスクであるとの声があったことから、

健全な入札環境を整備するため、不可抗力事由を保証金没収の例外として位置付ける方向が示

された。ただし、不可抗力事由の範囲は、発電事業の計画・実施に当たり通常予見できないも

の（公共事業等による土地の収用、「特定非常災害」の指定を受けた災害による直接の被災及び

戦争等の武力行使による直接の被害）に限定することが事務局より提案された。 

 

2 回目・3回目の入札については出力が 2000kW 以上の太陽光発電設備が入札に 

・入札容量  ：2 回目 250MW ３回目以降は 2回目の落札量から判断 

       （2018 年度内 2回目 3回目合計で 1GW と想定しこの 1/2 と算定） 

・上限価格  ：平成 28 年度内に決めるが上限価格は非公開 

・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） 

・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 

       （落札できなかった場合、2次保障金は 1回までキャリーオーバー可能） 

・認定取得期限：落札後 2019 年 3 月末までに認定取得 

 2018 年年度の FIT 入札制度については、2017 年度内に、入札ガイドライン（実施指針）が改正

され、入札執行機関から公開される予定。 
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２．３．10kW 未満(住宅用太陽光発電)の 2019 年問題 

 

再生可能エルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会が、2017 年 12 月に開催され、

「 住宅用太陽光発電に係る 2019 年以降の FIT 買取期間終了を契機とした対応について」議論が

行われた。ただちに実施する方向が確認された。 

 

１）FIT 終了電源の取引 

2009 年に開始された余剰電力買取制度の適用を受け導入された住宅用太陽光発電設備は、2019

年以降順次、10 年間の買取期間を終えることとなる。  

〇FIT 制度による買取期間終了電源は、法律に基づく買取義務は無くなるため、  

❍電気自動車や蓄電池と組み合わせるなどして自家消費すること 

〇小売電気事業者やアグリゲーターに対し、相対・自由契約で余剰電力を売電すること  

 が基本となる 

こうした環境変化は住宅用太陽光発電設備を設置している需要家にとっては、自家消費型のラ

イフスタイルへの転換を図る契機となり、小売電気事業者やアグリゲーターにとっては、新たな

供給力と需要を獲得するビジネスチャンスとなる（例：余剰電力の買取と小売供給をセットで提

供） ことから、FIT 制度からの自立に向けた市場環境を醸成するためにも、買取期間の終了とそ

の後のオプション等について、官民一体となって広報・周知を徹底することが重要とされた。 

 

２）FIT 買取期間終了後の新たな市場環境の下での救済措置  

〇完全な自家消費が難しい中、小売電気事業者やアグリゲーターとの売電契約の切替が滞ったり、

売電契約を締結していた小売電気事業者やアグリゲーターが倒産してしまった といった場合に、

一時的に余剰電力の買手が不在（無契約での逆潮流）になるケースが生じる可能性がある。 こう

した場合、無契約だからという理由で余剰電力の系統への逆潮流ができないように解列すると、

住宅用太陽光発電設備の場合は、宅内配線状況によっては小売供給まで遮断される懸念があるな

ど、需要家に対して過大な不利益をもたらし得ることから、 

〇当該余剰電力については一般送配電事業者に引受けを要請することとする。  

〇ただし、一般送配電事業者による引受けはあくまで一時的・例外的な措置とし、小売電気事業

者やアグリゲーターによる再生可能エネルギーを活用したビジネスを促進するような設計とする

こと。 

〇住宅用太陽光の余剰電力は小売電気事業者やアグリゲーターにとって有効電源として活用が期

待される一方、一般送配電事業は売手と買手が決まっている電気を運ぶこと（託送供給）をその

業務とするものであるとともに、買手不在の余剰電力は周波数調整の負担を増す可能性があるこ

とにも留意が必要とされた。(前述の広報・周知の取組の徹底を前提に) 

〇無契約の逆潮流による買手不在の余剰電力については、一般送配電事業者に無償で引き受ける

ことを要請する救済措置が取られる方向になった。ただし、引受量の増大により一般送配電事業

の負担が増加し支障が生じ得る場合には、必要に応じ仕組みを見直すこととなった。 
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２．４．調達価格の推移と平成 29 年度以降の価格 

 

 これまでの調達価格と、平成 29 年度以降の調達価格を以下に示す。 

 

表 2.4.1 平成 24 年度から平成 29 年度度までの調達価格の検討の推移  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018.2.7 調達価格等算定委員会から 
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３．系統制約と接続問題・「コネクト＆マネージ」 

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。 

2017 年の FIT 入札結果や、電源接続案件プロセスの遅れなどに見られるように、系統制約の解消

は喫緊の課題となっている。 

昨年度に提唱された系統対策として「コネクト＆マネージ」の考えかたも、2018 年からの本格導

入にむけて、経済産業省の複数の委員会での検討や、実施機関となる電力広域的運営推進機関

（OCCTO）では、「日本版コネクト＆マネージ」として具体的な検討が始まった。年末には、新た

に「再生可能エネルギー大量導入・次世代ネットワーク小委員会」が設置され、論点として①コ

スト競争力強化、②系統への円滑な受け入れ、③事業環境整備が示され、このなかで、「コネクト

＆マネージ」の具体化に着手するとした。 

 

従来の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」、に分類されるが、これからは新たな「コネク

ト＆マネージ」を導入することで、 小社会コストで、より効率的な系統運用について検討され

ることになる。 

 

３．１．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、一昨年から広域的運営

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。 

 しかしながら、当初考えていた、プロセスの 終決着までの 11 か月では決着しないことも多

く発生し、事前に系統線負担費用の負担を適格に想定する難しさも課題となってきた、平成 29

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 13 件、内完了 2件、東京電力管内では、5地区 6案件(うち 4案件は完了までに４～7回

の再検討)、中部電力 1案件、中国電力管内では、1案件、四国電力管内では 1案件、九州電力

管内では 14 案件で、2回以上の再検討中が 8案件、など、各地区とも 終完了までに当初想定

した検討落札期間の 1年を大きく超えさらに、実態は、複数回の調整行為が大きな障害になっ

ている。又、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ものの、系統潮流情

報を考慮した検討は今後の課題となっている。電力広域的運営推進機関（OCCTO）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。 

 



32 
 

一方、「コネクト＆マネージ」の手法については、系統潮流の管理が必要となるが、これまで、

ローカル系統の潮流については、原則、混雑緩和を想定していなかったことから、今後は配電

系水準での潮流検討も必要となる。 

 

 

３．２ 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、軽負荷時の電力需要を大きく上回ると、電力需給バランス(周波数)が保

てなくなくなり、大量停電になる可能性がある。平成 26 年度以降、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、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。平成29年度の系統WGでは、11月25日の委員会で、

電力 10 社の報告をもとに 2017 年度の接続可能量を算定したが、その結果、指定電気事業者の

太陽光発電の接続可能量は 7地域すべて変更はなかった。 

 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。（東京電力についての太陽光発電接続量は推定値） 

   

  表 3.2.1 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 

2017 年 

北海道 117 122 92 214 .11 月末 

東北 552 379 529 15 923 .11 月末 

東京 － 979 1,224 2,203 
2017 年,2 月

末 

中部 － 753 554 1,307 10 月末 

関西 － 533 339 872 .11 月末 

北陸 110 77 44 25 146 .11 月末 

四国 257 220 82 302 .11 月末 

中国 660 229 302 531 10 月末 

九州 817 767 430 522 1,719 .11 月末 

沖縄 50 32 9 41 .11 月末 

合計 4,091 8,258 
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３．３．「コネクト＆マネージ」について 

 

これまで、日本の電力系統は、原則として混雑が起きることは想定せず、系統の運用容量を

超えた接続は接続できないとされ、系統の空き容量は先着優先ルールで決まってきた。特に系

統容量については、系統潮流の も厳しい条件（ も過酷な潮流断面）で検討されてきた。 

表 3.3.1 OCCTO 広域系統整備委員会で示された、系統の運用制約を示す。 

 

       表 3.3.1 系統運用 B 基準、C基準に関する取組の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇A 基準では、系統に繋がっている、全電源がフルに稼働する、 大接続容量を前提に系統空き

容量を検討する。現在の、ほとんどの系統の空き容量がない原因となっている。ほとんどの系

統運用の基準といえる。 

 

〇B 基準では、系統混雑が発生しない範囲で接続させる基準の考え方で、当該系統の年間電力潮

流の空き容量を決める重要なパラメータになる。即ち、年間潮流を合理的な想定で試算して余

裕があれば、想定潮流の 大水準まで接続させることになる。現状の、系統設備の増強を行な

わなくても、潮流見直しによって空き容量を広げることが可能となる。更に N-1 電制の導入に

よって系統運用のフレキシビリティーが向上する。 

 

〇C 基準では、どれだけ合理的に算定しても、空き容量がゼロの常時混雑している状態で、それ

で、混雑時間には、接続容量制限を受ける前提で接続する基準の考え方となる。接続希望事業

者にとっては、年間の出力抑制量が予測できれば、事業性が確保できる一定の水準までは、出

力制限も受け入れることが要件になる。 

 



34 
 

〇N-1電制とは：（N-1基準を活用する「コネクト＆マネージ」の手法） 

Ｂ基準の運用で、まず検討されているのが、N-1電制になる。電力系統の送電線は、一本の送電

線が故障した場合でも、もう一本の送電線に流して停電を防ぐしくみになっており、送電線一回

線分は緊急時用に常時空けているため、送電設備容量の50%しか使えない運用ルールでN-1基準と

呼ばれている。N-1電制とは、N-1の事故発生時に、システムにて瞬時に電源制限（電制）を行う

ことを条件に運用容量を拡大して活用していく考え方で、電力会社での送電線の定期点検や、送

電線工事などの際に、実務的には短期間実施されていたともいえる。いかに公平に制限を行うか

については、OCCTO 広域系統整備委員会で検討が行われている。 

 

 

   

 

 

 

 

   図 3.3.1 N-1 電制の考え方のイメージ (経済産業省) 

 

〇ノンファ－ム接続 

C 基準のなかでも、混雑状態の場合でも接続する考え方。送電容量を持たず系統の空があると

きには、送電できる電源接続方式で接続する条件として、予め混雑時については出力制御を受

けることを前提としている。     

 

今後の再生可能エネルギーの拡大にともない、常時混雑を想定した C基準の運用も早急に実

現することを期待したい。 

 

 

３．４ 平成29年度の系統WGで示された新しい系統運用の考え方の導入 

本年度の系統WGでの議論では、再生可能エネルギーの拡大にともない、系統制約についての従

来の運用を改善する新しい試みが示された。各電力会社によって系統設備や系統接続状況が異な

っている中、「コネクト＆マネージ」の潮流管理に応じた考え方も一部導入された。 

 

①北海道電力： 

北海道電力管内では、風力発電事業者からの接続検討の増加に対して、一部の系統ではN-1電制

の検討、潮流調整システムの適用、空き容量の範囲での連系案件の選定、代替連系点の提示など

の検討が、第11回系統WG(H28.9)に示され、従来の運用方法から積極的に再エネを受入れていく方

法への検討が始まった。又、北本連系線の拡張に合わせて風力発電への電源制限付与による北本

連系線の更なる活用が始まる。 
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②東北電力： 

東北北部募集プロセスについては、募集容量約280万kWに対して、応募容量が東北エリアの 大

電力需要をも上回る規模の1,545万kWとなった。入札対象工事は、秋田地区から西仙台変電所まで

の500kVルートの構築であり、その工事完了時期はプロセス完了から約11年後、入札対象工事費の

概算額は約4～5万円／kWとして、希望者の募集を開始した経緯を踏まえて、工事内容や工期、費

用負担などが募集時の条件と大きく乖離しないように留意しながらも、より多くの電源が連系可

能となるよう検討していくことが示された。 

 このため、現在、広域機関で議論がなされている「コネクト＆マネージ」等の検討を踏まえ、

まずは「想定潮流の合理化」の考え方を拡大し、適用可能なものは 大限適用することによって、

系統面での制約なしで接続できる 大限の電源の量を算出することになった。 

 「コネクト＆マネージ」の第1段階の潮流見直しで、約100万kW程度の追加枠が得られることに

なった。 

 更に、入札対策工事の完工時点では，東北東京間連系線増強が整備済の計画となっているため、

試算では，連系線活用期待量として，風力実証試験で計画していた24万ｋＷに加え，増強による

空容量増加分（70万ｋＷ程度）を活用可能と想定できる、合計94万ｋWの、東北から東京への連系

線活用期待量は，長期的に活用可能と見込める量（連系線増強後）と想定すれば、出力制御比率

が大幅に下がることが試算された。 

 

③九州電力： 

九州電力管内でのエリア全体の太陽光発電の導入量は、10 電力のなかでも、 も導入が進ん

でいる。第 12 回系統 WG（H29.10）で関門連系線の活用が示された。 

 連系線については、各社の自主的取組を超えるような「更なる活用は拡大策のオプション」

として検討することとされていることから、関門連系線の活用については、周波数上昇範囲を

リレー制御する条件により新たな電源制限量の確保に伴う運用容量拡大を 大限活用する方向

が示された。現在の運用容量の 45 万 kW が 60 万 kW 引上げられて 105 万 kW となれば、九州エリ

アでの出力抑制量が大きく削減される。 

 

以上のように、各電力会社では、再生可能エネルギーの拡大に向けた検討が徐々に拡大して

いる。 
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３．５ 指定電気事業者制度の下で実施される太陽光発電出力制御シミュレーション 

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 3.5.1 2017 年度系統 WG 各電力の出力制御シミュレーション結果 

 

 

 

 

 

     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 12 回系統 WG 資料より引用） 

 

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。 
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４．電力システム改革 

４．１．電力システム改革の推進 

１）国の委員会の検討枠組み 

2015 年の電力広域的運営推進機関の設立以降、電力・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 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、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。改革の第 3弾となる 2020 年の発送電分離に向けた新たな制度設計については、平成

26 年度に基本政策分科会に「電力システム改革貫徹のための政策小委員会」が設置され、2020

年にむけた中間とりまとめが 2017 年 2 月に公開された。2017 年度には、この報告を受け、具体

的な制度設計を電力・ガス事業分科会の「制度検討作業会」で審議がおこなわれ、「電力市場

設計の既存契約見直し中間整理」ならびに、12 月には「論点整理（2次）」が公開され、新た

な電力市場設計へのパブコメを経て公開される。 

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。電力システム改革にと

もなう、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

びに市場運用ルールについて代表的な委員会を図 3.1.1 示す。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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２）「エネルギー産業の 2050 年 Utility3.0」へのゲームチェンジ 

世界的にも電力システムは、脱炭素化と、再生可能エネルギーなどの分散電源の拡大の流れ

によって変わりつつある現象は、我が国の電力システム改革にとってもこれから起きるであろ

う変化に対して様々な示唆を与えてくれる。日本では、少子高齢化社会による、電力需要の減

少、原子力再稼働の不確実性など、従来の電力社会システムが大きく変革していかなければな

らないと考えられる。これからの、電気に対する世の中のありかたが大きく変わる方向に向け

て、電力エネルギーシステムが変革するであろう将来の姿について、「エネルギー産業の 2050

年 Utility3.0」へのゲームチェンジ（日本経済新聞出版社 2017.9.1）で示されているので、

その一部を紹介する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   図 3.1.2 今後の電源構成の推移 

 

〇小売電気事業は、消費者は電気を買うのではなく、さまざまな器機が提供するサービス・体験・

成果を買うようになり、これらを提供する事業者になっていく。 

電力消費者自身も、太陽光発電設置の分散電源や、ヒートポンプや EV を等活用して、電力需給

調整者としてプロシューマーとして電力システムの担い手になっていく。 

 

〇発電事業者は、電力需要が減る中で、大きく電化シフトが進み、分散電源が拡大し、エネルギ

ー調整を行う蓄電池（EV を含む）も併せて普及する。従来の、kWh で電気の対価を得る姿が、更

に kWh の調整力を対価としていくことにシフト。また、脱炭素化を受けて、非化石価値の提供も

発電事業者にとって不可欠な事業になる。 

 

〇系統運用事業者（ネットワーク）では、従来の集中型発電所からの電気の流れが、分散電源や

自家消費が増え、系統を利用する電気の潮流量が減ることになり、系統維持の固定費を負担する

託送料金がこのままでは回収できなくなり、大きく値上げが必要となる。 

 従来の、ネットワークの価値は、電気を運ぶことから、電気を接続しネットワークを活用した

電気融通などの方向へと構造変化が進む。 

 電力システム改革についても、近い将来このような電力社会システムになることも視野に入れ

て再生可能エネルギーや太陽光発電の普及を考えていくことが必要といえる。 
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４．２．電力・ガス取引監視等委員会 

 

「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おこなわれており、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正取引に関する考えかた）、③今後の託送料金制度

の在り方 など様々な検討がおこなわれてきた。 

制度設計専門会合では、卸電力の活性化については定期的なモニタリングを行い課題がある

場合には制度面で改善に向けた検討が行われている。 

 一般送配電事業者が、調整力を適切に運用しているか、調整力公募にむけた改善が実施され

ているか、インバランス水準が適正かなど、様々な視点から審議されている。 

 一般送配電事業者の収支状況（託送収支）の事後評価などは、今後の託送料金の見直しを検

討する上で示唆する内容が含まれている。更に、今後の法的分離にともなう行為規制など、検

討内容は非常に幅が広い。 

 

特に太陽光発電に関係のある内容としては、「一般送配電事業者の需給調整業務における太陽

光発電の発電予測外れの影響」が、第25回の制度検討専門会合で取り上げられた。具体的には、

2017年9月7日に、九州電力（送配電部門）において、太陽光発電の予測誤差の影響によって、電

源Ⅰ´を発動したこと、複数のエリアでは太陽光（FIT特例①）の発電量の予測外れが、大きなイ

ンバランスの発生の主要因となっていることが示唆され、今後、太陽光発電は更に増加すると見

込まれ、一般送配電事業者の需給調整の負担（運用面・コスト面）の増大が懸念されることから、

影響を緩和する対策が示された。 

 ①発電計画の予測精度を高める  ②送配電事業者がより柔軟に対応できるようにする  

例えば、当日朝に予測外れが判明している場合には、送配電事業者が域外の電源も活用できる

ようにするなど、引き続き検討されることになった。 
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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

て検討が行われている。 

 

 日本の電力系統を維持・運用するための財源は託送料金で、この託送費用は小売事業者に 100%

課金され、電気料金に上乗せされ電力需要家から回収されている。発電事業者は、系統接続時

の初期費を電源費用として負担している。 

 送配電費用の約 8割が固定費であるにもかかわらず、電気料金で定額回収できる基本料金は

30％で、残りの 70％は従量料金からの徴収となっている。電力需要が毎年減少する中、また再

生可能エネルギーの拡大によって、託送料の発生しない自家消費が今後ますます拡大すれば、

系統電力が減ることになり、現状の価格配分負担では託送料の大幅値上げや、賦課金単価の値

上げになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この構造を適正化するべく、従量料金からの回収率を引き下げ、定額徴収できる基本料金か

らの回収を引き上げる可能性を検討している。自家消費による低減の新たな財源には、発電事

業者も一部を負担することが検討されている。具体的には、複数案から、アンシラリーサービ

スとネットワーク給電は発電事業者と小売事業者双方が等しく受益し、送配電網は、発電事業

者と小売事業者双方で等しく利用していると考える案が推奨されている。電力全 10 社の託送原

価の約 13%の 150 円／kW・月が示された。 

 一方、FIT 制度で、固定価格が設定された電源については既に事業性を基に導入された経緯か

ら、FIT 制度期間中は影響させるべきではないと考えられるが、方向性は示されていない。今後

の制度設計に十分に留意していく必要がある。 
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４．３．電力・ガス基本政策小委員会・制度検討作業の中間論点整理パブコメ 

 

昨年度には 2020 年の第 3弾の電力システム改革にむけ「電力システム改革貫徹のための政策小

委員会」検討が行なわれた。経済産業省はこの整理を受け、また、新たな電力市場の具体的な制

度設計を「制度設計検討作業業会」で、2017 年春より審議を進めてきたが、2017 年 12 月 26 日に

は、これまでの審議の中間論点整理を示しパブリックコメントを募集した。 

 今回の中間論点整理では、これまでの検討状況の他、今後の電力・市場性の方向性が示され 

ベースロード電源市場、間接オークション・間接送電権、容量市場、電力需給調整市場が対象と

なるほか、非化石価値市場についても参考として示された。 

図 4.3.1.に各制度の導入時期を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図 4.3.1 電力システム改革 各制度の導入時期について 

 

2018年度、後半から始まる間接オークションについては、これまでにの「先着優先」に変わる

新たな連系線利用ルールで、地域間連系線のフレキシビリティーが格段に向上することが期待で

きる。具体的には、現行ルールでは、先着優先での容量割当を積み重ねた上、前日10時の段階で、

なお空容量となっている部分を活用して、スポット市場取引（JEPX）が行われている。原則、全

ての連系線容量をスポット市場取引に割り当てることとする仕組みでといえる。 

 今後の運用に当たり、電力広域的運営推進機関（OCCTO）と日本卸電力取引所（JEPX）による事

業者説明会が行われている。2019年から導入される間接送電権（エリア間値差ヘッジ商品）につ

いては、JEPXが権利を発行し取引を行うとし、取引主体は電気事業者に限定して転売は認めない

としている。 

 ベースロード電源市場、容量市場。電力需給調整市場等については、中間論点整理を参照され

たい。 
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 ちなみに、2020年から導入想定されている、調整力市場については、今後、エリアを超えた電

力連携が出来れば、各電力が地域毎に確保してきた調整電源を、地域外を含め、全国規模で調整

力を安い順番に活用できるメリットオーダが実施でき、再生可能エネルギーの変動に対して需給

調整費用の抑制が可能となる可能性もある。 

 

 太陽光発電に密接に関係する非化石価値取引については、FIT電源については、2018年5月から、

2017年4月～12月のFIT電源の非化石価値の取引が始まるため、他市場とは切り離した検討が行わ

れる。 

 非化石価値の太陽光発電への影響を想定すれば、 

・太陽光の電力価格に、実電力の卸売価格とは別に、非化石価値に対する価格が加算されること

で、その価値が上昇する。又、市場の証書購入量が増えればFIT国民賦課金の負担の軽減につなが

る。 

（FIT電力については、低炭素促進機構（GIO）が価値を証書化して市場に供出。購入者は、小売

電気事業者（PPS）に限定される。（非化石価値を購入するのは小売り電気事業者）） 

・小売電気事業者がどこまで非化石価値を乗せて電力販売を行うかは予測できないが、電力消費

者に、非化石価値を理解してもらい、販売量を増やすことがポイントになる。 

入札方法・価格については、卸市場オークション方式で決まり、初年度入札価格制限：入札

低価格1.3円/kWh FIT賦課金の1/2、入札 高価格4.0円/kWh FITの調達価格と回避可能費用との

差が設定される予定。 

第1回目のFIT電力の入札については、①FIT電力：2017年(4～12月分)を2018年5月に入札、その

後は3ヵ月に1度 ②非FIT電力：2019年から予定されている。 

 今後の課題としては、非化石証書の購入は、小売電気事業者が第1回目の入札量約500億ｋWhを

FIT電源と非化石証書を組み合わせれば、高度化法で規定される企業にとって非化石目標に充当す

ることができる。今後、Jクレジットへの組入れや、RE100にも組入れるようにすることで市場が

広がる。また、高度化法での2030年44%達成に至る年度目標も毎年示していくことが必要といえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    図3.3.2. FIT電源由来の非化石価値取引市場のイメージ  
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４．４．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な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。 

 

 電力広域的運営推進機関には、現在、各種委員会・検討会は、９会議体があるが、中でも 

代表的な検討委員会となる「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検討されている。2017年においては広

域運営の長期方針として、流通設備効率の向上としての様々な視点からの検討が行われた。系統

運用での「想定潮流の合理化にむけたとりくみ」や「コネクトアンドマネージに関する課題整理」

も進められている。具体的に「N-1電制の適用課題」「ノンファーム型接続」など、今後の再生可

能エネルギーの導入面では、制度設計の面で非常に重要な位置づけにある。2017年12月から、始

まった「再生可能エネルギー大量導入・次世代ネットワーク小委員会」での検討とも重なること

から、制度設計の面から再生可能エネルギーの普及として取り組んでいく必要がある。 

「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）検討が行われた。間接オークションの導入については、

電力広域的運営推進機関の説明会も開催され、2018年の後半からとされ、再生可能エネルギーの

導入拡大の可能性とも関係する。 

委員会のなかでも、「容量市場の在り方に関する検討会」は、2017年3月末から行われた「容量

市場の在り方に関する勉強会」が、8月には検討会となり、本格的な検討が始まっている。 

具体的には、2020年から開始される容量市場にむけて、オークション方式の検討等、容量市場に

ついての事業者ヒヤリングが実施された。連系線を活用したオークション方式や、容量市場にお

けるDRの在り方など、この内容も今後の電力市場運用で重要な位置づけになる。 

 

2020年から導入想定されている市場については、「電力・ガス基本政策小委員会・制度検討作

業の中間論点整理」として、パブコメ中ではあり、今後、調整力市場については、今後、エリア

を超えた電力連携が出来れば、各電力が地域毎に確保してきた調整電源を、地域外を含め、全国

規模で調整力を安い順番に活用できるメリットオーダが実施でき、再生可能エネルギーの変動に

対して需給調整費用の抑制が可能となる可能性もあることから、電力広域的運営推進機関の果た

す役割もより求められる方向である。 

 

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、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調整・協力関係がますます

重要になると考えられる。 

 



44 
 

　　　　　　　　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
 ソーラープロジェクト本部
 副本部長

中　嶋　規　之   大阪ガス株式会社  参　与

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  代表取締役会長

能　見　和　司   九州電力株式会社  上席執行役員

櫻　井　繁　樹 　京都大学大学院総合生存学館  教　　授

髙　嶋　正　彦   株式会社熊谷組  執行役員 副社長

倉　重　有　幸   公営電気事業経営者会議  専務理事

後　藤　有一郎   株式会社神戸製鋼所  執行役員

石　井　義　朗   国際石油開発帝石株式会社
 執行役員 経営企画本部本部長補佐
 事業企画ﾕﾆｯﾄｼﾞｪﾈﾗﾙﾏﾈｰｼﾞｬｰ

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 

黒　田　　　明 　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

西　堀　　　仁 　シャープ株式会社
 電子デバイス事業本部　経営管理
 統轄部 事業戦略推進部 部長

渡　辺　　　敦   JFEスチール株式会社  常　　務

桑　原　　　豊 　JXTG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

村　上　健　一   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

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

黒　木　定　藏   全国町村会  政務調査会 経済農林委員長

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  役員補佐

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

大　里　和　己   地熱技術開発株式会社  取締役事業開発総括部長

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

武　部　俊　郎   東京電力ホールディングス株式会社
 技監 経営技術戦略研究所長
統括CKO

油　谷　好　浩   株式会社東芝  上席常務

山　崎　英　昭 　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

樋　口　康二郎   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  代表取締役社長

樫　根　喜　久   トヨタ自動車株式会社  東京技術部長

松　永　　　潤   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 環境事業本部
 環境事業第一部 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
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氏　　名 　　会  社  名  等　　　 　役　　　職

入　澤　　　博 　株式会社ニュージェック  執行役員 

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

近　藤　史　郎   富士電機株式会社  執行役員 技術開発本部長

園　　　博　昭   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

坂　本　敏　幸   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  金属事業本部 資源事業部長

織　戸　浩　一 　三菱電機株式会社
 執行役員 電力・産業ｼｽﾃﾑ事業本部
 副事業本部長

神　田　正　明   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

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  専務執行役員

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

74名   
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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）　コーポレート管理部
　参事

委　員 石森　彰
　三菱電機（株）　リビング・デジタルメディア事業本部　渉外部
　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　課長

委　員 小田　繁樹
　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 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
　副部長

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 詫間　隆史
　（株）ＧＳユアサ　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　第一グループﾟ　ＧＭ

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）　発電事業本部　新エネプラント事業部
　太陽光発電技術部　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 西堀　　仁
　シャープ（株）　電子デバイス事業本部　経営管理統轄部
　事業戦略推進部　部長

委　員 峯岸　利明
　東芝エネルギーシステムズ（株）　再生可能エネルギー技術部
　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

平成２９年度　太陽エネルギー委員会　名簿

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

太陽エネルギーエネルギー委員会 

調査報告書 

 

平成３０年３月 

 

この調査報告書は、新エネルギー産業会議 太陽エネルギー委員会の 

調査・報告書作成審議を経て、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 

 


