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１．緒言 

 

 2018年7月に閣議決定された第5次エネルギー基本計画では、再生可能エネルギーが、

将来の主力電源化への布石として位置付けられた。また、制度面では、国民負担の抑制

に向けた新たな対策として、事業用太陽光発電の未稼働案件に対する対応措置も実施さ

れ、再生可能エネルギーの長期安定電源としての新たな道が示された。 

 一方、電力システム改革については、第3段階(2020年)の送配電部門の法的分離に向

けた制度設計が進められ、本年は、連系線利用ルール見直しとして「間接オークション

の導入」などの他、既存送配電ネットワークの運用見直しによる系統受け入れ容量の拡

大なども進められている。 

再生可能エネルギーの分野では、政府の委員会「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、足下の課題に対して打つべき対策が順次講じられた。 

電力システム改革同様、再生可能エネルギーの普及も量から質の向上へ、社会コストの

小化や地域との共生による着実な事業の定着あるいは脱炭素化に向けた電力レジリ

エンスの強化さらには、既存送配電系統の在り方等についての検討なども進められてい

る。 

 

 このような背景を受け、太陽エネルギー委員会は以下の３つのテーマからなる提言を

とりまとめた。 

 

提言１「住宅用太陽光発電 2019 年問題への対応」 

 2019 年 11 月から卒 FIT となる住宅用太陽光発電の円滑な自由取引への移行に向け、

実施すべき内容について示した。 

 

提言２「長期安定電源に向けて」 

 主力電源を目指した長期安定電源に向けて、必要となる考え方について提言を行った。 

 

提言３「太陽光発電と電力システム改革」 

 太陽光発電の系統制約の克服など、電力システムと一体になった普及拡大の方向につ 

いて提言を行った。 

 

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

に寄与することを願うものである。 
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２．提言の概要 

 

提言１： 住宅用太陽光発電「2019 年問題」への対応 

１－１. 円滑な移行のために 

2019 年 11 月から、住宅用太陽光発電の固定価格買取制度（以下「FIT 制度」という。）

を終了する太陽光発電設置者（以下「設置者」という。）が継続的に発生する。これら

の設置者の多くは、FIT 制度導入以前の電力会社の自主買取り期間を経験している設置

者で、売電・買電が同じ価格と誤認識している可能性があることがわかっている。本提

言では、買取終了後の、「相対・自由契約で余剰電力を売電する」という売電に対する

意識が十分に理解されるべく、意識の異なる設置者にも丁寧に混乱がないように、国、

電力会社、産業界をあげて取り組むことが必要であるとしている。また、FIT 制度導入

前の特例太陽光発電の設置者が、買取期間を終える 2022 年 7 月までは、自由化への過

渡期と考え、設置者保護の立場から、不適正な営業活動を取り締まるなど市場の混乱を

避けることが好ましい。 

 

１－２. 自家消費を主体とする利用形態の推進 

 太陽光発電の健全な普及には、FIT 制度に依存したモデルから脱却し、需要と供給が

一体となったモデルを指向する、需給一体型となった自家消費を促進することが必要で

ある。そのためには、昼間の住宅用自家消費を拡大できる需要側機器（給湯器)の普及

拡大が不可欠となる。さらに、住宅用太陽光発電の余剰電力活用としての EV･PHV 活用

も、電力・需給と一体化した効果が期待できる。これからの電力ネットワークを視野に

入れ、自宅と EV の双方向や系統との調整など高度システムの拡大を今から検討すべき

である。 

 2019 年度において、家庭用太陽光発電設置者への蓄電池設置助成が実施されること

については高く評価したい。蓄電池の導入促進によって価格低減効果が期待できるだけ

ではなく、防災機能としての役割強化も果たせる。 

 

１－３. 長期的に FIT 制度適用終了電源を活用できる仕組みづくり 

 2020 年以降も、住宅用太陽光発電の継続運用のための政策が必要である。 

FIT 買取終了後には、小売電力事業者との相対取引を前提に、中古モジュールなどによ

る運用や、従来の発電事業者が、電力プロシューマー（電力生産者でありながら、電力

消費者）として、過去に想定されていない電力取引の拡大も想定される。 

また、非住宅用太陽光発電については、2032 年には FIT 終了電源が大量に出現し、住宅

用太陽光発電の余剰電力の活用方法が大きく変化する可能性がある。 

 長期的に FIT 適用終了電源の活用には、国は、短期の政策、長期の政策などの検討を

きめ細かに対応していくことが必要である。 
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提言２：長期安定電源の実現に向けて 

２－１．コスト低減への取組の加速化 

発電コストを低減し、日本企業が国際競争力を高めていくためには、国や企業による

技術開発投資によって、イノベーションを加速的に推進することが必要である。「安心・

安全の確保」に必要な一定の規制や基準を整備していくとともに、コスト低減の足かせ

となるような規制、基準の内容についても検証していくことが重要である。 

 

２－２．安心・安全の確保 

長期に安定して稼動し続けるための適切な保守管理が必要である。今後は発電設備の

転売ビジネスが活発化することも考えられ、法的整備も含め、発電事業者間の引継ルー

ルや責任を明確化することが重要である。 

また、停電時においても、独立分散電源として需要家やその周辺への電力供給を継続

的に行えることは、太陽光発電の大きな特徴である。この特徴を 大限活用するための

様々な対策を官民挙げて早期に推進していくべきである。 

 

２－３．長期安定運転を目指したリパワリングの指針の整備 

発電所のリパワリングは電源確保の観点からも重要であり、必要な仕組みなどの検討

を早期に着手していくことが望ましい。 

 

２－４．適正な使用後処理の推進 

使用済み太陽光発電設備の適正な使用後処理の推進に向け、様々な関係者が一体とな

った取組みが必要である。 

 

２－５．太陽光発電市場のさらなる拡大 

運輸、工場屋根等、ビル壁面、水上、農地といった新たな設置場所の開拓に向け、①

設置制約を克服する超軽量型、②狭小地に対応する超高効率型、③特殊環境に対応する

高信頼型の太陽電池の開発が必要である。また、太陽光発電システムとしての課題を特

定し、解決していくとともに、太陽光発電の普及をサポートする蓄電技術等の技術開発

の加速化が必要である。 

需給一体型モデル拡大の政策を強化するとともに、それらを売電モデルと区別し、エ

ネルギー・電力政策におけるそれぞれの位置づけを明確にしていく必要がある。 

 

２－６．環境価値の活用に向けて 

グリーン証書、J-クレジット、非化石証書など、環境価値を取引する手段が複数ある

が、それぞれの環境価値の位置づけを明確にし、脱炭素社会の有効なツールとして育て

る必要がある。 
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提言３ ： 太陽光発電と電力システム改革         

３－１. 系統問題の解決に向けて  

太陽光発電の普及拡大には系統制約の克服が課題である。提言では、すでに日本版「コ

ネクト＆マネージ」として進められている3つの対策 ➀想定潮流の見直し ②N-1電制 

③ノンファーム型接続 の更なる加速化を要請している。とくに、太陽光発電などの小

規模分散電源の系統接続先は配電ネットワークであり、次世代ネットワークのデジタル

技術等の積極的な導入によって、配電ネットワークの制約克服に結び付けていただきた

い。 

 

３－２. VPPなどの拡大とアグリゲーター育成 

 VPPでは、太陽光発電のような多くの需要家の出力変動型電源と、需要家機器、蓄電

池、EVなどをアグリゲーターが取込むことで、電力需給を 適に制御できる可能性があ

る。この中核をになう需要家側を束ねるアグリゲーターの育成が必要である。とくに、

VPP市場への投資やVPP高速化へのデジタル技術導入など、再生可能エネルギー拡大に向

けてアグリゲーターが投資を促すインセンティブが望まれる。 

 

３－３. 発電事業者の基本料金負担について 

 託送料金の見直しについては、2020年以降に発電事業者も基本料金負担を行う方向が

決まっている。提言では、既にFIT制度によって接続契約を締結した事業者については、

無条件にFIT価格への上乗せではなく、託送料金のリバランスで対応すべきとしている。

また、基本料金の導入後に接続するFIT電源発電事業者については、FIT買取り期間中は、

小売側の託送料金の減額分を戻すなどの措置で、発電側課金の調整を望んでいる。 

 

３－４. 出力制御について 

出力制御は、様々な調整手法があるが、これらの方法は透明性をもって実施すること

で抑制量の 小化は可能である。 今後は経済的手法を取入れ、より合理的に公平性を

確保する方法も検討すべきである。 

 

３－５. グリッドコードの検討について 

グリッドコードの整備は、増加する自然変動型再エネの制御機能や、電力システムの

柔軟性を保つための重要なツールである。 今後、太陽光発電事業者は、スマート技術

によって系統状況に応じた発電の柔軟性を増していく等の検討を、国や、一般送配電事

業者と一体となってグリッドコードの整備を進めるべきである。 
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３．提言の趣旨説明 

 

提言１：住宅用太陽光発電「2019 年問題」への対応 

 

2019 年問題に関しては 2018 年 10 月の 経済産業省「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」にて具体的な対策案・スケジュールが明示され、本

提言の発信時点（2019 年 3 月）では太陽電池モジュール設置者（以下「設置者」とい

う）への告知が確実に進んでいる途上と想定される。2019 年 11 月以降に、FIT の買取

が終了して自由取引に移行する設置者が継続的に出現する状況に鑑み、2019 年度以降

に実施すべき内容につき提言する。 

 

１－１．円滑な制度移行のために 

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、移行時に想定される市場混乱を抑制する為に以下の取組が重要と考える。 

 

（１）PV の導入時期によって、設置者説明を切り分けて対応すること 

住宅用 PV の売電に関しては、過去に制度変更が 2 回あり、設置者の売電に関する認識

が大きく違っていることが想定される。 設置者の PV 設置時期に合わせ設置者への告

知に配慮する必要があると考える。 

＜タイプ別の扱い＞ 

Ａタイプ：電力会社での自主買取の経験がある特例太陽光の対象者 

電力会社の自主買取期間（買取単価 20 円／kWh 台）を経験した後に、詳しい説明を受

けず自動的に 48 円／kWh の買取に移行しているため、買取期間終了後にはまた電力会

社が 20 円／kWh 台で買い取ってもらえると誤認している設置者が多数存在すると思わ

れる。電力会社の自主的買取から特例を経て FIT に至る経緯を明確にし、新たな自由取

引との単価の違いを電力会社と連動して説明する必要がある。 

タイプ Ａ Ｂ Ｃ 

PV 設置時期 ～2009 年 10 月 2009 年 11 月～2012 年 6 月 2012 年 7 月～ 

設置者経歴 
電力会社の自主的買取を

経て、特例太陽光へ 

特例太陽光 FIT 住宅太陽光 

出現時期と出

現量 

2019 年 11 月～12 月に 

約 50 万件程度 

2019 年 12 月以降 

毎月約 2～4万件 

2022 年 7 月以降 

毎月約１～2万件 

設置者の特徴 

電力会社の自主買取期間

を経験しているので、買

取終了後も 20 円／kWh 台

の買取に戻ると誤認して

いる可能性 

買い取り制度の手続きを

電力会社が代行した時期

なので、制度を理解できて

いない懸念 

FIT 制度が社会に認知され

た時期に導入しているの

で、ある程度の制度認識あ

り 

（みなし認定も経験） 
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Ｂタイプ：運転開始時から特例太陽光発電の対象者 

当初の買取手続きを電力会社に代行してもらっているため、発電事業者としての認識

がないまたは弱い設置者である。また、導入の時期には買取期間終了後の扱いについて

のルールが確定しておらず、明確な説明を受けていない為丁寧な説明を行う必要がある。

特に導入時点では非住宅用 PV の FIT 制度は始まっておらず、住宅 PV と非住宅 PV を明

確に切り分けた説明が必要である。 

  

Ｃタイプ： 運転開始時から FIT 適用の対象者 

このタイプの出現は 2022 年 7 月からとなるので、2019 年秋以降のＡ，Ｂタイプへの

対応結果を確認してから、より良いものに改善して導入されることが望まれる。 

 

（２）ユーザー（太陽電池モジュール設置者）保護の取り組み 

同委員会資料では、旧一般電気事業者が早期に買取メニューを提示すること、違約金

など契約の解除を制限する条項は設けない等、消費者保護対策は考慮されていると認識

するが、制度のすきまをついた不適切な営業活動が発生することは想定される。特に、

特例太陽光発電の設置者が対象である 2022 年 7 月までの期間は過渡期と捉え、完全な

自由化を急速に進めるのではなく、行政が積極的に取り締まり等に関与することで、市

場の混乱防止を行うことを期待する。 

 

１－２．自家消費を主体とする利用形態の推進 

同委員会資料では、FIT 制度による固定価格・買取義務に依拠した売電モデルから脱

却し、需要と供給が一体となったモデルが示唆されている。このような需給一体型モデ

ルを促進するような政策を期待する。 

 

（１）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。こ

のような機器の普及促進策を期待する。 

 

（２）家庭用蓄電池の普及拡大   

2019 年度予算では ZEH や省エネ改修に付帯する形での家庭用蓄電池への支援に加え

て、災害時に活用できる家庭用蓄電池の導入支援も臨時・特別の措置として追加された。

PV と蓄電池の併設は災害時の電力レジリエンスに加えて、需給一体型の PV モデルにも

寄与できる為、このような制度が可能な限り、継続・拡大されることを期待する。 
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（３）EV･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、PV の余剰電力の活

用が限定されるため、自宅、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

今から検討すべきである。 

 

１－３．長期的に FIT 適用終了電源を活用できる仕組みづくり 

2019 年の自由取引への切り替え時期には混乱防止を 優先すべきであるが、2020 年

以降にはこの利用形態を安定的に継続運用する政策も必要である。 

 

（１）多様な利用形態に対応するルールの整備 

FIT 買取期間の終了後には FIT 法での制約がなくなるため、小売電力事業者との相対

自由取引を前提に、中古モジュールパネルの利用といった新たな運用形態が想定される。

具体的には 発電不良となったパネルを中古品で取り換え、中古品による増設=設置場

所の移動等である。安全上の観点から系統連系の規定にて禁止される事など、自由な運

用を想定して可能なこと、禁止すべきことのルール整備、明確化を進めるべきである。 

同時に、例えば近隣の自家消費（発電場所と消費場所が異なる）のようなケースでの

託送料金の大幅低減などの長期に設備を利用してもらうための優遇施策も検討すべき

である。 

 

（２）電力自由取引の新形態への対応 

FIT の買取終了後は、電力プロシューマー（電力の生産者：プロデューサーでありな

がら賢い消費者：コンシューマーでもある）のような過去には想定されていない電力の

売買取引への期待があることが民間企業の調査で明らかになっている。このような新し

い取り組みは再生可能エネルギーの更なる普及拡大につながると想定される為、行政で

の積極的なサポートを期待する。 

 

（３）非住宅 PV の FIT 買取終了も見据えた政策検討 

2012 年の 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。この

場合、住宅用 PV とは異なり、発電源での自家消費拡大対策は困難であり、視点を変え

て系統全体、社会全体で対策を行う必要性が出てくる。 

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

変化する可能性がある。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

対策政策立案が必要である。同時に長期間の利用に際して、適正な保守点検を実施する

ことも、検討が必要となる。 
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提言２：長期安定電源の実現に向けて 

 

太陽光発電を主力電源化するためには、電源として長期にわたり安定に発電すること

が重要である。その実現に向けて、取り組むべき方向性について提言する。 

 

２－１．コスト低減への取組の加速化 

太陽光発電の目指すべきコスト水準として、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の中間整理（第 2 次）（2019 年 1 月）では以下が示された。 

・ 事業用太陽光発電：「2030 年発電コスト 7円/kWh」という価格目標を 3～5年程度

前倒す 

・ 住宅用太陽光発電：「できるだけ早期に」という卸電力市場並みの調達価格を実現

する時期を、事業用太陽光と同時期（2025～2027 年度）と明確化 

 

また、調達価格等算定委員会による「平成 31 年度以降の調達価格等に関する意見」

（平成 31 年 1 月 9 日）では以下が示されている。 

・ 事業用太陽光発電：「2025年に運転開始する案件の平均的な発電コストで7円/kWh」

を目指すことを明確化 

 発電コスト 7 円/kWh：割引率 5%とすると 8.5 円/kWh に相当 

・ 住宅用太陽光発電：「2025 年に運転開始する平均的な案件で売電価格が卸電力市

場価格並み」を目指すことを明確化 

 2017 年度の卸電力市場価格は、各月の加重平均値で 10.3 円/kWh 

 

発電コストの低減に向けては、太陽電池モジュールをはじめとする機器コスト（ハー

ドコスト）の低減、ならびに設置工事や許認可手続き等に係るソフトコストの低減が不

可欠である。また、太陽光発電が主力電源としての役割を担うためには、「安心・安全

の確保」と「コスト低減」の両立が必要である。 

 

（１）コスト低減に向けた技術開発の推進 

日本の太陽光発電コストは、日本国における特徴（例えば、資源が少ない、平地が少

ない、四季が豊か、自然災害が多いなど）の影響もあり、太陽電池モジュール、架台、

設置工事（土地造成、排水関係含む）などのイニシャルコストが海外よりも高くなる傾

向にある。日本企業が世界の太陽光発電市場でシェアを回復するためには、イニシャル

コストだけではなく、ライフサイクルコスト全体でコスト低減が必要である。 

例えば、太陽電池モジュールの発電効率の向上は、同一設置面積における年間発電量

の増加につながり、発電コストの低減に寄与する。製品寿命の長寿命化（30 年保証を標

準）は生涯発電量の増加につながり、発電コストの低減に寄与する。また、土地造成不

要とする施工の確立およびハード開発は建設コストの低減に寄与し、太陽光発電所の保

守管理技術の効率化やリサイクル技術の確立もライフサイクルコストの低減に貢献し、
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発電コストの低減に寄与する。 

これまでコスト低減は、市場拡大による市場原理に委ねられており、具体的な施策は

後手に回っていた。今後、日本企業が国際競争力を高めていくためには、企業による経

営資源の投入、イノベーション、スケールメリットによる価格低下、マーケット規模拡

大の好循環に持ち込む必要があり、特にイノベーション（国や企業による技術開発投資

を含む）を加速的に推進することが必要である。 

さらに、太陽光発電が主力電源としての役割を担うためには、それを支える国内太陽

光発電産業の強化も必要である。 

 

（２）「安心・安全の確保」と「コスト低減」の両立 

昨今見舞われたような自然災害の際にも、太陽光発電が直接的・間接的なダメージを

受けることを可能な限り回避することが必要であり、周辺に対してもリスクとならない

ことが求められる。発電設備・インフラとしての安心・安全を確保するためには、急斜

面への設置や大規模な自然破壊を伴う造成工事やハザードマップの危険度が高いエリ

アへの設置などの乱開発につながらないよう、一定の規制や基準が必要である。これら

の遵守や強化は一般的にはコスト増加要因となるが、そのような開発は、そもそも太陽

光発電設備の設置に適していないため、排除すべきである。 

 

一方で、従来型発電設備に求められる規制や基準をそのまま太陽光発電に適用するこ

とは、太陽光発電の特性を考慮すると過剰である場合もあり、結果として、不要なコス

ト増加を招く要因となり得る。具体的には、環境アセスメントの適用において、必要不

可欠な規制・基準に留めることを切望する。いずれにしても、「安心・安全の確保」に

必要な規制や基準を適切に遵守していくとともに、コスト低減の足かせとなるような規

制、基準の内容についても検証していくことが重要である。 

 

２－２．安心・安全の確保 

主力電源として長期安定電源として稼動し続けるためには、適切な保守管理を実施し、

安心・安全を確保することが不可欠であるが、加えて、太陽光発電が地域の安心・安全

に対して有効かつ重要な手段となっていくことも必要である。 

 

（１）適切な保守管理の実施 

長期に安定して稼動し続けるための適切な保守管理が必要である。発電状況のみなら

ず工作物・構造物としての強度や機能を維持することは、発電事業者の責任であり、適

切な保守管理を推進していくことが必要である。さらに、今後は発電設備の転売ビジネ

スが活発化することも考えられ、法的整備も含め、発電事業者間の引継ルールや責任を

明確化することが重要である。 
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（２）太陽光発電の災害時における電源確保の手段としての活用 

停電時においても、独立分散電源として需要家（設置場所）やその周辺への電力供給

を継続的に行えることは、太陽光発電の大きな特徴である。 

具体的な対策は、電力レジリエンスワーキンググループ中間取りまとめ（2018 年 11

月 27 日）に、以下のような対策（「第 4章 2.(2)供給サイドにおける対策」）が明記され

ており、官民挙げて早期に推進していくべきである。 

・ 主力電源化に向けて大量導入が見込まれる変動再エネ（太陽光、風力）について、

周波数変動への耐性を高めるため、周波数変動に伴う解列の整定値等の見直し 

・ 再エネの出力変動への迅速かつ効率的な対応等を可能とするネットワークの IoT

化を推進する方策について検討 

・ 大規模停電等の災害時にも蓄電池等を組み合わせて地域の再生可能エネルギーを

利活用するモデルの構築 

・ 家庭用太陽光を災害時に利用できるよう、まずは家庭向けに自立運転機能の周知

徹底や情報提供に向けた取組を速やかに実施 

・ メーカーによって仕様が一部異なっている点も踏まえて、自立運転機能の更なる

利用容易化に向けた検討 

地域の再生可能エネルギーという点では、家庭用等の小規模分散型のみならず、メガ

ソーラーの利活用についても検討を進める価値がある。 

 

２－３．長期安定運転を目指したリパワリングの指針の整備 

FIT 制度による電力買取期間は 20 年であるが（非住宅用の場合）、太陽光発電の運転

可能年数はそれよりも長いことが想定され、例えば、欧州では標準的な運転年数は 30

年と言われている。 

FIT制度による買取期間終了後の発電事業継続についての判断は発電事業者に委ねら

れるところとはなるが、継続する場合には所定の保守管理は継続的に実施されなければ

ならない。発電事業者に対するそのような意識付けが必要である。 

また、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が前提とな

り、機器全体（あるいは一部）を一新するリパワリングも考えられる。「リパワリング

＝買い替え需要」となるため、機器供給事業者にとっては新規導入に加えての市場とな

る。発電所のリパワリングは電源確保の観点からも重要であり、必要な仕組みなどの検

討も早期に着手していくことが望ましい。加えて、「リパワリング＝使用済み機器の発

生」ともなることから、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

組みも整備する必要がある。 

 

２－４．適正な使用後処理の推進 

様々な機器・製品の使用後の取扱いは、資源有効利用、環境影響抑制等の観点から可

能な限りリユースあるいはリサイクルされることが求められる。 

現在発生している使用済み機器のほとんどは、自然災害等による不測かつ限られた地
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域での事象によるものであるが、使用済み太陽電池モジュール等の適正な処理（分解、

リサイクル等）が実施可能な事業者も限られており、その拠点も偏在している。 

使用済み太陽光発電設備の廃棄対策として、発電事業者の責務等については経済産業

省で、使用済み設備の処理については環境省で議論がなされているところであり、その

成果を見守るところではあるが、以下に、適正な使用後処理の推進に向けた論点を整理

する。 

・ 今後、使用済み太陽電池モジュール等は広く長く日本全体で発生することから、

適正処理の実施が可能な事業者を増やしていくとともに、効率的な処理の観点か

らは、「域内処理」にしばられない、「適正処理可能な事業者にとっての収集の容 

易化」、「広域輸送の容易化」などの仕組み作りを進めていく必要がある。 

 

・ 使用後処理の方法として、リユース・リサイクル・廃棄処理がある。リユースは、

製品を長く使用するという点で も推奨されるが、再販されるリユース品（中古

品）の製品としての安全性の担保が 優先される。現時点において、リユース可

否はリユース実施事業者の独自の基準によって判断されているが、判断基準とす

べき項目や基準、その計測方法などについて、第三者機関等によって一定の指針

が示されることが望ましい。 

 

・ リサイクルはリユースに次ぐ選択肢となる。太陽電池モジュールについて、リサ

イクルのための分解技術は開発されてきているが、依然としてコストが高いこと、

および分解後の出口（再資源化用途）が明確ではないことが課題である。特に太

陽電池モジュールガラスの再資源化が難しく、水平リサイクルが困難である。中

長期的に年間数十万トンの太陽電池モジュールが廃棄されるようになると、日本

国内のガラス再資源化需要を大きく上回る可能性があることも留意する必要があ

る。また、発生量が少ない場合、リサイクル事業者による処理は一定量が集まっ

てからとなることが想定されるが、産業廃棄物処理の保管基準（積替保管：1 日

あたり平均搬出量×7、中間処理保管：1日の処理能力×14）が障壁となる可能性

が高く、当面の過渡期においてはそういった条件の緩和も必要と考えられる。 

 

・ 廃棄処理（埋立処分）は使用後処理における 後の手段となり、その量は 小限

とする必要がある。その際、 も重要なことは有害物質の含有有無である。この

ことはリサイクル（分解）プロセスにも当てはまる可能性があり、関係事業者内

での適切な情報共有の仕組みが必要である。 

 

適正な使用後処理を推進するためには、責任の所在や役割分担も重要となる。仕組み

作りの主体と関係者、運用に際しての役割分担、費用負担のあり方などである。既に（一

社）太陽光発電協会にて取り組まれている部分もあるが、様々な関係者が一体となった

取組みが必要である。また、「使用後処理」も製品のライフサイクルの一部である。使
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用済み製品の発生は長期間運転後の一斉撤去のみならず、運転期間中の保守管理等によ

り発見される不具合（交換需要）によっても発生し、ドイツでは、保守管理事業者がリ

ユース・リサイクルの仲介を実施している例もある。したがって、保守管理と使用後処

理を切り離すことはせず、使用後処理を保守管理の延長線上にある事象として位置づけ、

太陽光発電のバリューチェーンとして組み込んでいくことが必要である。 

 

２－５．太陽光発電市場のさらなる拡大 

現行のエネルギー基本計画（エネルギーミックス）において、2030 年の太陽光発電導

入量（目安）は 64GW（うち、住宅用が 9GW、非住宅用が 55GW）とされているが、固定価

格買取制度（FIT 制度）の導入により、2018 年 6 月末時点において、住宅用太陽光発電

の導入量は既に 10GW を上回り、非住宅用太陽光発電は、導入量が 35GW、認定量は 65GW

に達している。 

太陽光発電を主力電源化するためには、導入量をさらに増やす必要があり、住宅や建

物の屋根・屋上、日射の条件の良い未利用地だけでなく、新たな設置場所の開拓と設置

場所に適した太陽電池の技術開発が必要である。 

 

（１）新たな設置場所の開拓と適した太陽電池の技術開発の加速 

2018 年 11 月 13 日の行政改革レビューの場において、資源エネルギー庁より「2030

年以降も見据えた国内市場拡大のための取組」として、推進すべき導入分野として以下

が示された。これら分野における国内市場創出効果は 2040 年頃に約 40GW と見込まれて

いる。 

・運輸（車載、EV 充電インフラなど） 

・工場屋根等 

・ビル壁面：ZEB 対応 

・水上（湖沼、ダム） 

・農地（放棄地）：ソーラーシェアリング 

実現のためには、①設置制約を克服する超軽量型、②狭小地に対応する超高効率型、

③特殊環境に対応する高信頼型の太陽電池の開発が必要である。また、このような分野

に健全かつ安定的に導入していくための太陽光発電システムとしての技術的、非技術的

な課題を特定し、その解決に向けた道筋を議論していくことも必要である。 

 

（２）太陽光発電の普及をサポートする蓄電技術等の技術開発の加速 

今後、脱炭素社会の実現に向けた動きや、FIT 期間が終了する太陽光発電の出現に伴

い、太陽光発電の自家消費が進むと思われ、住宅分野に限らず、公共・民生・産業など

の非住宅分野にも広く普及すると思われる。 

普及を加速するためには、不安定な発電電力を安定化し、需要とマッチングする技術

が必要である。現状、蓄電システムとして、リチウムイオン電池、ナトリウム硫黄電池

（NAS 電池）、レドックスフロー電池などが実用化されているが、さらなる低コスト化、
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長寿命化や高い安全性の確保などが期待されている。 

また、中長期的には、現在の熱・燃料需要を再生可能エネルギー発電によって賄って

いくことも想定され、欧州等では Power to Gas/Fuel の議論が活発化している。 この

ような、太陽光発電の普及をサポートする蓄電技術等の技術開発の加速化が必要である。 

 

（３）需給一体型モデルの拡大と売電モデルとの区別 

今後、太陽光発電コストの低減や FIT 期間が終了する太陽光発電の出現に伴い、太陽

光発電電力の需要と供給が一体となったモデルが進展していく可能性がある。このこと

は、住宅分野に限らず、公共・民生・産業などの非住宅建物分野にも当てはまる。太陽

光発電を主力電源として活用していくためには、需給一体型モデルを拡大するとともに、

それらを売電モデルと区別し、エネルギー・電力政策におけるそれぞれの位置づけを明

確にしていく必要があるのではないか。 

また、需給一体型モデルは、従来の発電・売電型モデルとは異なるビジネスモデルが

出現すると思われる。具体的には、資産をサードパーティが所有し、ユーザーが使用し

た電力量に応じた電気料金をユーザーから徴収する ESCO 事業モデルなどが考えられる。

さらに、需給一体型モデルは、CO2 排出量削減価値が付加されていることから、脱炭素

化を目指す企業にとっても魅力的であり、自家消費型モデルの普及拡大に向けた政策の

強化が必要である。 

 

２－６．環境価値の活用に向けて 

FIT 制度下では余剰売電分の環境価値の活用は困難であるが、FIT 買取期間終了後に

は、売電分も含めた太陽光発電の環境価値活用が期待される。住宅用太陽光発電を対象

として、即座（2019～2020 年）に新たなメカニズムを導入することは困難と考えられる

が、新たな自由取引制度の中に環境価値の売買を取り込み、ユーザーの経済的メリット

を少しでも拡大することに意義があると考える。 

現在、グリーン証書、J-クレジット、非化石証書など、環境価値を取引する手段が複

数あるが、国は、それぞれの環境価値の位置づけを明確にし、脱炭素社会の有効なツー

ルとして育てる必要がある。そして、そのための議論を活性化させていくことが課題で

ある。 
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提言３ 太陽光発電と電力システム改革 

 

太陽光発電システムを代表とする自然変動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の関係にある。欧州をはじめ海外では 10～15 年程度

かかっている電力自由化を、日本では 2020 年の法的送配電分離にむけ、電力システム

改革の制度設計から運用までを 5年程度で一気に推進しようとしている。 

電力システム変革においては、様々な課題を解決しながら、変化する社会構造に合わ

せた、 適なエネルギーインフラを目指す必要がある。太陽光発電の普及拡大にともな

う需給バランス調整・制御の課題、2019 年の FIT 卒業余剰電力の対応、2020 年末の FIT

の抜本改革などのほか、2020 年は発送電法定分離や、固定買取制度（FIT）と連動され

るインバランス「激変緩和措置」が廃止されることも決まっている。 

 また、送配電設備の関連費用については、連系拡大にともない、基本料金として発電

側にも kW 単価で 2020 年以降に課金することが決まっている。 

 このような、複雑な背景のなか、2019 年にむけた提言では、太陽光発電の普及にとっ

て優先度の高い項目に絞って取り上げた。 

 

（１）系統問題の解決に向けて（系統制約の克服） 

再生可能エネルギーの 大限の導入と国民負担の抑制を両立するべく、 小限の設備

投資で既存系統を 大限に活用することが有効であることから、欧州の事例等も参考に

し、「日本版コネクト＆マネージ」の3段階での具体的検討が始まっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➀想定潮流の見直し 

第1段階の「想定潮流の見直し」については、電力広域的運営推進機関が一般送配電

事業者と協力して従来の系統運用を見直し、2018年4月から想定潮流の合理化を図った

運用が開始された。これまで4月から9月までの見直しにより約590万kW(約6GW)の空き容

量が増加したことは高く評価される。 

一方で、電力広域的運営推進機関での想定潮流の見直し検討対象は上位幹線であり、

多くの太陽光発電は2次変電所や配電用変電所に接続されることから間接的な便益にな
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る。今後、これらの下位配電系統の潮流改善や情報の積極的開示を進めることにより、

潮流の予見性が高くなり、想定潮流の普及を目指すことができる。 

 

②N-1電制 

｢N-1電制」は、先行運用が2018年10月1日から始まり､これまで約4040万kW(40.4GW)の

接続可能容量が示された。これに加え、N-1電制の先行適用開始に合わせ、各一般送配

電事業者のウェブサイト（空容量マッピング）において、N-1電制が適用可能な系統お

よびN-1電制適用可能量を公表されたことは高く評価できる。緊急時枠を開放する運用

や一部のエリアでは、システム改修が必要となるが、2019年度上期末までに改修が予定

されており、改修が完了次第順次公表されるなど、対策が順調に進んでいる。 

すでに一部運用している従来の送電線過負荷保護リレー（OLR）を活用するN-1電制で

は、変電所の過負荷が検知されると連系する発電所に個々に制御信号が送られるが、国

内電力各社では、独自仕様・単一メーカーでの通信方式でシステムが構成されている。

将来の広域ネットワークのデジタル化を視野に入れるならば、IEC61850などの規格に準

拠することが必要である。これが実現すれば、電力各社の変電所機器や異なるメーカー

間の接続なども可能になり、広域的にも柔軟なシステム構築が可能となり、費用面でも

コストダウンが期待できる。各電力共通のプロトコルによるN-1電制の推進を推し進め

るべきではないか。また、N-1電制での費用負担については、下位の接続となる多くの

太陽光発電が系統接続する高圧配電線での接続を前提とする為の正確な費用の把握と

ともに、費用負担精算システムの構築が必要となる。第11回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は本格運用が2022年頃とされているが、小規模

分散電源の拡大を踏まえ前倒し検討が必要ではないか。 

 

③ノンファーム型接続 

ノンファーム型接続（メリットオーダー抑制方式）は、社会コストを下げる意味から

も目指すべき姿ではあるが、抑制対象者が不利益を被らない公平な費用負担の仕組みが

必要となる。この公平な費用負担の仕組みは制度設計するうえで も重要な要素であり、

ノンファーム電源から抑制電源に支払われる対価が適正なものでなければ、ノンファー

ム型接続（メリットオーダー抑制方式）は成立しない。具体的には、本方式導入により

抑制されるファーム電源の発電機会が減少すると、可変費（起動費等含む）に加えて固

定費の回収も困難になることが予想される。本来、その固定費はエネルギー市場、需給

調整市場および容量市場から適切に回収することが期待されるが、ファーム電源からみ

れば、想定していた稼働率が抑制により低下するため固定費が十分に回収できなくなる

懸念があり、同時に、ノンファーム電源の側にとっても、適正な費用負担を正確に把握

できなければ事業性を判断できない。 

 これらを踏まえると、費用回収の仕組みや相応のシステム構築に目処がたったとして

も、事業者間のコンセンサスを得ることが重要である。 

 現在、オペレーション（出力抑制）と費用負担を切り分けず、ノンファーム電源抑制
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方式を第１ステップとして検討を進め、メリットオーダー抑制方式を並行して検討し、

その導入は次のステップとされている。 

 少なくとも、次世代電力ネットワーク等のデジタル技術の積極的な検討によって、少

しでも早期にノンファーム型接続が実現されることを期待する。 

 また、2030年以降も見据えれば、更なる系統増強が必要になると見込まれる。人口減

少等に伴う需要減少や高経年化対策等の構造的課題に加え、再生可能エネルギーの大量

導入や分散型エネルギーの拡大を始めとした環境変化を踏まえた次世代型の送配電ネ

ットワークに転換するため、ネットワークコスト改革を通じて、系統増強等に係るコス

トを可能な限り引き下げるとともに、必要な投資が行われるための予見性確保等の環境

整備を進めていくべきである。 

 

（２）VPPなどの拡大（蓄電、EV拡大をふまえ） 

 VPP(バーチャルパワープラント)では、蓄電池、エコキュート（HP）、EVなどの需要

側機器を、多くの需要家を束ねるアグリゲーターが制御して消費電力の上げ下げを行い、

あたかも１発電所のごとく機能させることができる。特に太陽光発電のような多くの需

要家の複数の出力変動型電源と、需要家の機器、蓄電池、EVなどをアグリゲーターが取

込むことで、電力需給を 適に調整できる可能性がある。 

 

➀アグリゲーターの育成 

 2016年から経済産業省が「VPP構築実証事業」の補助事業を進めており、2016年度に

は7チーム、2017年度には6チームが実証事業を推進している。2021年度には需給調整市

場が開設され、市場で扱う調整力の広域運用・広域調達スケジュールでは、主に再生可

能エネルギーの出力予測誤差を調整する「3次調整力」から運用を始め、2024年には周

波数調整力用の「2次調整力」の一部まで広域運用・調達が予定されている。 

 このような背景のなかで課題となるのは、VPPを収益モデルにつなげることが出来る

かである。収益力を拡大するには、調整力となる需要家側を束ねる規模の大きいアグリ

ゲーターの育成が不可欠になる。また、現状のVPPは、低速発動の調整力にとどまって

おり、価値の高い高速発電の調整力には対応できない。今後は、デジタル技術や需要拡

大の分野にアグリゲーターの投資をうながすインセンティブが望まれる。 

 

（３）発電事業者の基本料金負担について 

 2018年6月に「送配電網の維持・運用費用の負担の在り方検討WG、中間とりまとめ」

が公表され、6月27日にはその結果を踏まえた託送料金の見直しが経済産業大臣に建議

され、発電事業者も基本料金負担を行う方向がきまった。 一方、FIT法による発電事

業者の基本料金負担については、今後の検討となっている。 

 

➀すでに、FIT制度によって接続契約を締結した事業者について 

 FIT制度による買取期間については、FIT事業者がそれぞれの事業運営計画を策定して
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おり、制度変更による追加費用を無条件に適用することは電源の経済性に著しい影響を

与える。特に、制度変更による追加課金については、投資家からの訴訟の可能性があり、

FIT制度そのものの信頼をゆるがしかねない。FIT制度によって接続契約済み案件や、運

開済み案件については、FIT価格への適用は除外とすべきではないか。(託送料金のリバ

ランスで対応すべきではないか。) 

 

②基本料金の導入後に接続するFIT電源の事業者について 

 発電側基本料金導入後に接続契約を締結するFIT電源の事業者については、FIT買取り

期間中は小売側の託送料金の減額分を戻すなどの措置で発電側課金の調整ができない

か。発電事業者の基本料金負担の適用は2020年代のなるべく早い時期とされており、広

く議論が必要といえる。 

 

（４）出力制御について 

個々の太陽光発電事業者にとって出力制御は事業リスクであり、抑制量の 小化を望

んでいる。一方、事業者は出力制御シミュレーション等、一定の事業予見性を確保して

いる。2018 年度には、九州電力による出力制御が実施され、他電力においても近日中に

実施の可能性がある。 

太陽光発電の出力抑制を 小化する方法は、各電力会社の状況に応じて、様々な手法

があり、これらの方法は透明性をもって実施することで、抑制量をゼロに近づけること

は可能であり、系統安定化にもプラスになる。 

 将来的には、経済的手法を取り入れて公平性を確保する方法も検討すべきではないか。

経済的手法は、系統利用者にとっても、リアルタイムで制御しやすい電源を活用できる

ので、系統運用上もプラスになると想定する。 

 また、出力制御が適切に公平に実施されたか、本当に制御が必要であったかを再エネ

事業者も検証できるよう、情報公開については、より一層の整備が必要である。 

 

（５）グリッドコードの検討について 

 再生可能エネルギーの主力電源化および、レジリエンス強化の双方の観点からグリッ

ドコードの整備は重要であり、増加する自然変動型再エネの制御機能や、柔軟性を保つ

ための火力の調整力の観点からも、ますます重要となっている。 

先般の北海道胆振東部地震でのブラックアウトも踏まえた「電力レジリエンス WG」

でも、自然変動再エネについては周波数変動の耐性をたかめる対応も必要とされた。 

今後、再エネ拡大を見据えたグリッドコードの整備には、グリッドコード体系の在り

方や、各種電源に求めるべき要件や制御機能、設備への対応なども必要となる。 

発電側においても、太陽光発電における今後のスマート PCS の開発など、系統状況に

応じた発電の柔軟性を増していく検討が重要である。 

また、グリッドコードの検討に当たっては、系統連系規程が大きく関係することから、

一般送配電事業者の協力が不可欠である。  
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４．まとめ 

 

2018年度の再生可能エネルギーを振り返ってみると、第５次エネルギー基本計画で、

将来の主力電源の担い手となることが位置付けられた他、制度設計においても、2012 年

度から導入された FIT 制度で顕在化した課題に切り込み、再生可能エネルギー長期安定

電源としての新たな道を示した年といえる。 

 

 電力システム改革においても、2016 年度の電力自由化以降、2020 年度の法的発送電

分離に向けた制度設計が進められ、連系線利用の間接オークションが 2018 年 10 月から

導入された。また、日本版コネクト＆マネージでは、送電ネットワークの想定潮流合理

化適用が 2018 年 4 月から、N-1 電制の暫定運用が 10 月から実施されるなど、再生可能

エネルギー導入に向けた整備も進み、徐々に改革効果があらわれてきた。 

 

再生エネルギー分野では、「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、2018 年 5 月に取り纏めた中間整理（フェーズ１）を、実行に移す「主力

電化に向けた第２フェーズ」として、コストダウンの加速化と、FIT から自立化、長期

安定的事業継続（未稼働案件の対応等）、系統問題等、足下の課題解決が進んだ。また

第 5 次エネルギー基本計画を踏まえた検討の視点と今後の対応として中間整理（2 次）

が示された。 

 

 このような背景を受け、本年度の提言では、以下３つのテーマについて取り上げた。 

 

提言１では「住宅用太陽光発電 2019 年問題への対応」 

 2019 年 11 月から、卒 FIT となる住宅用太陽光発電の新しい使い方への円滑な移行

にむけ、実施すべき内容について示した。 

提言２では「長期安定電源に向けて」 

主力電源を目指した、長期安定電源にむけて、必要となる考え方について提言を 

おこなった。 

提言３では「太陽光発電と電力システム改革」 

太陽光発電の系統制約の克服など、電力システムと一体になった普及拡大への方向

について提言を行った。 

 

 FIT 法では、2020 年に制度の抜本的な見直しが予定されており、2019 年度は FIT か

らの自立向けた準備の年になると期待する。本提言が、今後の制度検討に少しでもお役

に立ててれば幸いである。 
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１． 激変する世界の再生可能エネルギーをめぐる環境変化 

パリ協定 COP21 以降、2018 年の COP24（ポーランド・カトウィツェ）に至る過程で、地球

温暖化を生活や命に関わる問題としてとらえる動きが地球規模で加速している。2020 年に始

まるパリ協定では、気温上昇を 2℃未満、できれば 1.5℃に抑えることを目指すが、COP24 で

は、国連事務局長を始め、多くの研究機関や団体が、この目標の達成には現状の各国の取組

みで十分ではないとしている。COP24 は 2018 年 12 月 15 日に「パリ協定」を運用する実施方

針を採択して閉幕した。このような状況下で、世界の環境・エネルギーに関する変化は、IEA

での分析でも明らかなとおり、再生可能エネルギーへの投資が化石燃料投資を上回った 2015

年以降、2017 年には更に加速し、再生可能エネルギーシフトが世界的に拡大している。 

 

１）SDGs（持続可能な社会に向けて）と ESG 投資、RE100 

 SDGs（Sustainable Development Goals）とは、2015 年 9 月の国連サミットで採択された

地球規模の開発目標で、「持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現」のために、2030 年

を年限とする 17 の国際目標（その下に、169 のターゲット、232 の指標）が定められてい

る。特徴は、①普遍性、②包摂性、③参画型、④統合性、⑤透明性の 5 点で、17 の目標を

達成するには、再生可能エネルギーの導入が不可欠となっている。SDGs の持続可能な社会

実現に関しては、日本国内においても、多くの企業や、自治体などの行動指針としてもこれ

らの目標が取り入れられる動きになっている。 

 

 企業活動では、気候変動を事業リスクとしてとらえる企業の動きが拡大し、企業価値向上

にむけた、具体的な環境投資の面での変化がおきている。環境（Environment）/社会（Social）

/企業統治（Governance）の頭文字を取った、これらの３つ要素を考慮した投資で ESG 投資

と呼ばれ、再エネの世界的投資の原動力ともなっている。ESG 投資では、反社会的な労働契

約や、脱炭素化に反する投資の引上げなども実施されるようになってきた。国際的な、金融

組織の金融安定理事会(FSB)が、設置した「気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD)」

の提言では、気候変動に起因する企業への影響（リスク）を財務面から分析することが推奨

され、世界の金融機関が、気候変動の要因となる化石燃料による投資に対し、見直しも行わ

れている。我国でも、金融庁をはじめ、３メガバンク金融機関も、TCFD の提言に沿った動

きとなっている。 

また、日本の GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)は約 160 兆円を運用する世界 大

規模機関投資家であり、国内外の株・約 80 兆円を所有し、平成 27 年以降、ESG 投資運用を

行ってきた。背景は投資家に対する社会的責任投資（SRI)の高まりによる SDGs 貢献にあり、

平成30年度(2018年度)には炭素効率の優れた企業への新たな運用として1.2兆円を投入し

ている。日本のメガバンクも 環境保護配慮、与信業務のなかに環境リスク項目、CO2 排出

と発電効率を配慮する方針を次々と実施している。 

 図 1.1.1 には、GPIF が公開している ESG 投資と SDGs についての関係を示した。 
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 図 1.1.1 ESG 投資と SDGｓの関係（GPIF 資料から抜粋） 

 

 また、世界的に事業運営を 100％再生可能エネルギーで賄う「RE100」（Renewable Energy 

100%の頭文字）の国際イニシアチブも広がっている。世界で 150 社以上、日本からが 13 社

（2018 年 11 月現在）が認定されている。RE 達成目標は、企業単位での達成が要求され、世

界各地に事業所等がある企業は、その全てで 100%を達成すことが求められる。目標達成に

向けては 2 つのオプションがある。①自社施設内や他の施設で再生可能エネルギー電力を

自ら発電する（自社の再生可能エネルギー発電所で発電された電力の消費は、電力系統に連

系されたものでもよい）②発電事業者または仲介供給者から再生可能エネルギー電力を購

入する（再生可能エネルギー電力の購入は、再生可能エネルギー発電所との電力購入契約

（PPA）、電力事業者とのグリーン電力商品契約、グリーン電力証書の購入のいずれの方法

でも可能）。RE100 の加盟企業は、毎年「CDP 気候変動」報告書を作成して進捗状況を RE100

事務局に提出し、第三者監査を受けなければならず、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。世界でも環境に積極的に取組んでいる企業は加盟して

いる。RE100 のなかでも、太陽光発電の果たす役割は非常に大きな位置付けとなっている。 

 

     

図 1.1.2.RE100 世界の参加企業（RE100）   図 1.1.3.日本の RE100 参加企業 

 

 

２）Society5.0(デジタル化、コネクテッドインダストリ－) 

 ソサエティー5.0（Society 5.0）とは、日本が提唱する未来社会のコンセプトで、科学技術基

本法で5年ごとに改定されている第5期科学技術基本計画（2016 年度から2020 年度の範囲）で
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のキャッチフレーズとして登場した。サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）

を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、スマートな新た

な未来社会（Society）をSociety 5.0（ソサエティー5.0）として提唱している。 

 経済産業省・産業構造審議会 新産業構造部会では、超スマートな社会（Society 5.0）

の実現には、第 4次産業革命として、自律的な 適化が可能な世界には Connected Industry

によるビジネスモデルの誕生を示している。今後の再生可能エネルギーの拡大が、電力シス

テムと一体となって展開していくなかで、電力システムのデジタル化、住まいのスマートハ

ウス化、電力シェアリング、P2P 取引など、IoT、AI、など駆使したエネルギー需要制御技術

と顧客データを活用する革新的な製品やサービスも生まれる。図 1.2.1 に第 4 次産業革命

技術によって実現される社会ニーズを示す。 

 

 図 1.2.1.第 4 次産業革命技術によって、実現される社会ニーズ(経済産業省・産構審) 

 

 

３）Utility3.0（電化促進、分散電源化、再生可能エネルギー拡大） 

今後の再生可能エネルギーの拡大によって、従来の電力システムがどのように変革して

いくかを示唆した「エネルギー産業の 2050 年 Utility3.0」(日本経済新聞出版社 

2017.9.1)は、将来のエネルギーの構造変革を検討する上で、非常に参考になる。 

2050 年には、少子高齢化社会等でエネルギー需要が減るなかで、大きく電化シフトが進

み、分散電源は拡大してエネルギー調整を行う蓄電池(EV を含む)も併せて普及し、2050 年

には電力全体の 55%程度を占める想定である。 

この結果、従来の大規模集中発電が分散電源・自家消費型電源に置換わる変化が加速し、

系統運用事業者（ネットワーク）は、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現状の料金体系では回収負担できなくなり、従来のネ

ットワーク(系統)の価値が、電気を運ぶことから電気を接続したり電力ネットワークを活

用した電力融通などの方向へ構造改革が進む。又、発電事業者は、電気の価値も従来の kWh

対価から kWh の調整力(ΔkWh)を対価として電気の容量価値（KW）を併用していく姿へシフ

トし、脱炭素化の流れを促進する非化石価値の提供も必要な事業となる。 

電力システムの構造改革によって、消費者は電気を購入するのではなく、様々なサービス

や・体験成果を購入するようになり、電力小売り事業者はサービス提供会社を目指す姿に変

化していく。電力消費者自身も、自分の太陽光発電や、ヒートポンプや EV を活用した、電

力需給調整にあわせたプロシュマーとして変化していく。 
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これからは、変動する電源を電力卸市場に合わせて、いかにうまく調整していくかが問わ

れ、アグリゲーターなど関連するビジネスモデルも変化していく。これからの変動型の分散

電源を考えていくには、様々な示唆を示す Utility3.0 のめざす姿を視野にいれた戦略が必

要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.3.1  Utility 3.0 のイメージ 

 

４）EV 化への動き(運輸部門の EV 化が加速) 

 世界的に運輸部門の CO2 削減が、EV へのシフトの動きとして急激に広がっている。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ほか、米国の

カリ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シフトへの政策を打ち出した。我国においても、経済産業省が、2018 年に「自動車

新時代戦略会議」の中間整理で、2030 年次世代自動車の普及目標として国内乗用車の 5～7

割としており、EV への期待は高い。（図 1.4.1 に示す） 

 今後、住宅用の太陽光発電は FIT 依存型から自家消費型へシフトしていくことが進むな

かで、EV を CO2 ゼロの太陽光発電の余剰電力の調整蓄電池として活用する流れも拡大して

いくと考えられる。更に EV 活用範囲も V2H から V2G として、系統調整電源として可能性も

期待できる。EV の拡大は、CO2 の削減効果のみならず、電力系統とつながることで脱炭素型

の電力システムとして貢献できると考えられている。RE100 の他、EV 導入の国際的企業連合

として EV100 の動きに対し、日本からも NTT などをはじめ参加企業が拡大している。 

 

   

  図 1.4.1 次世代自動車普及目標 2030 年 2050 年  
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２.太陽光の導入状況 

１）世界の太陽光発電の導入状況 

 IEA/PVPS2018 によれば、2017 年の太陽光発電の世界市場はほぼ 100GW となり、前年に比

べ 30%程度の伸びとなった。なかでも中国、米国、インドが突出した伸びで世界をリードし

た。中でも、中国は 53GW(対前年+53%)に達し、累積値でも 131GW となり世界をけん引した。

順調な米国、インドに加え、開発途上国での再生可能エネルギーも世界的に拡大している。 

今後の世界市場の懸念材料は、中国の国内導入施策の見直しによって、大幅に支援額が削

減された結果、2018 年 5 月 31 日以降の市場が冷え込んでいることである。 

2018 年については、中国の落ち込みで 2017 年を下回る見かたが多勢であるが、2019 年に 

は、中国が「第 13 次 5 か年計画」で太陽光発電の導入容量を引き上げたことや、インド、

米国の需要増によって、110GW を超えると多くの機関が想定している。今後の、中国、米国、

インドの市場を慎重に見ていくことが重要といえる。 

 

 

図 2.1.1.2017 年の国別年間導入量と国別累積導入量（IEA/PVPS2018 Snapshot より） 

 

  

図 2.1.2. 2017 年の世界の太陽光発電の導入量推移（IEA/PVPS2018 Snapshot より） 

 

参考︓2017 地域構成 

アジア・太平洋 75% 

アメリカ   13％ 

欧州     ７％ 
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一方で、2018 年中国の落込みをカバーする動きとして、欧州での市場の拡大がある。

SPE(Solar Power Europe) が 10 月 31 日に発表した 2018 年の太陽光発電の欧州連合（EU）

28 カ国の需要は、2017 年の 5.9GW から 2018 年には 9.5GW（約 60％増）になると見込んでお

り、欧州全体では 2017 年の 9.2GW が 2018 年には 12.6GW まで広がるとみている。 

図 2.1.3 に、欧州、国別の推定を示す 

 この背景には、EU 当局の、太陽電子セルやモジュールに課していた、 低輸入価格（MIP）

や関税の撤廃を 2018 年 9 月から撤廃したことも影響していると想定される。 

 

 

 

 

  図 2.1.3. 欧州国別市場 2017 年実績と 2018 年実績（Solae Power Europe） 

 

 

２）日本の太陽光発電の導入状況 

FIT 導入の 2012 年 7 月以降に設備認定された太陽光発電設備累積導入量は、2018 年 3 月

末で 10kW 未満の住宅用では 5.4GW、10ｋW 以上では 33.5GW となった。FIT 導入前の導入量

10ｋW 未満 4.7GW、10kW 以上の 0.9GW をそれぞれに加えると、10ｋW 未満は 10.1GW、10ｋW

以上の非住宅用については 34.4GW、太陽光の累積導入量は 44.5GW になる。（いずれも、交

流基準であり、モジュール直流基準となればこの値に 1.2-1.3 倍大きな値になる） 一方、

年度別の導入量は、2014 年をピークに 2017 年度には 5.4GW まで低下し、さらに 2018 年度

には 4GW 水準で推移すると見込まれる。2017 年度までは 図 2.2.1 認定設備の導入容量

を示す。 
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図 2.2.1 FIT 導入以降の、年度別、認定設備の導入容量（AC ベース） 

 

設備認定量導入基準を、大まか目安として直流ベースで推定すれば、2014年度で11GW強、

2015 年度は 10GW 強、2016 年度は 8GW、2017 年度は 7GW 程度ではないかと推定される。 

 

 2017 年度においては、FIT 改正にともなう認定手続きの遅れにより、着工できなかった案

件が多くあったことや、設置済みのモジュール容量を増やすいわゆる過積載が規制された

ことから、増設案件を優先するあまり新規着工を繰り延べしたことも発生した。 

 このような背景から、2018 年度においては導入量が持ち直す動きや、未稼働設置案件の

着工も加速する可能性が高く、導入の低下が止まると推定される。 

2018 年 4-6 月の導入認定状況が 2018 年 12 月 12 日に公開されたが、10kW 未満は 144MW、

10-999kW が 600MW、1MW 以上が 696MW の合計 1,440MW となり、前年同期を上回り順調に導入

が進んでいる。 

 

2012 年７月から、2018 年 3 月末でまでの規模別の太陽光発電の累積設備認定量と、累積

導入量については、表 2.2.1 に示す。2012 年～2014 年度の未稼働案件についての対応につ

いては、2018 年度に検討された省令改正によって、2019 年度 4 月 1 日から施行によって、

整理が進むと推定される。詳細については、後述３ の FIT での対応に記載した。 
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表 2.2.1  規模別累積認定容量と導入量（2012.7-2018.3 末） 

 

2018 年 6 月末での経済産業省の公開資料から、認定済みは 71.1GW、導入量は 40.4GW と

なりまだ導入に至っていない設備は 31GW 程度になる。 

 

 

図 2.2.2 2018 年 6 月末の、累積設備認定量と累積導入量 

  

発電規模 
累積認定量（A) 

2012.7-2018.3 

累積導入量（B)

2012.7-2018.3 

導入率 

（B) /（A) 

1 2MW以上 24,352  5,392  22.1% 
37.9% 

2 1M-1999kW 12,095  8,439  69.8% 

3 500-999kW 4,853  3,794  78.2% 
79.2% 

4 50-499kW 4,404  3,536  80.3% 

5 10-49kW 18,730  12,347  65.9% 

6 10kW未満 5,754  5,408  94.0% 

合計 70,188  38,916  55.4% 
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３．改正 FIT 法の運用と新たな展開 

2018 年 7 月に我が国の第 5次エネルギー基本計画が閣議決定され、「再生可能エネルギー

の主力電源化を目指す」ことが決まった。一方、2012 年 7 月から導入された FIT 法は 2017

年 4 月には、制度見直し改正 FIT 法として施行、従来の設備認定が事業計画認定とされ、系

統接続契約締結が事業計画策定の基本条件になるほか、事業用太陽光発電は事業認定後 3年

以内の運転開始が必要となり、期間超過すると買取期間が短縮される。更に 2018 年度には、

賦課金の国民負担低減を目的に未稼働案件に対する新たな施策も決まった。 

１）第 5次エネルギー基本計画 

 2002 年に、エネルギー政策基本法が制定された。エネルギー基本計画は必要に応じ、3年

に一度検討される。本年は第 5次のエネルギー基本計画が 7月に閣議決定されたが、2030 年

のエネルギーミックスの確実な実現と、2050 年に向けたエネルギー情勢懇談会の審議をまと

め、エネルギー転換・脱炭素化への挑戦する姿も示された。2030 年のエネルギー基本計画で

の基本的政策の視点は、エネルギー政策の要となる。安全性(Safety)、エネルギーの安定供

給（Energy Security）、経済性の向上（Economic Efficiency）による低廉なエネルギー供

給を実現し、同時に環境への適合（Environment）を図るために 大限の取り組みを行うこと

である。この基本計画の政策を実現するために、政策目標である 2030 年のエネルギーミッ

クスとして（再生可能エネルギーは、電源構成の 22-24％で、うち、太陽光発電は 7%・64GW）、

将来のエネルギー需給構造のあるべき姿が示された。特に注目されるのは、2030 年には「再

生可能エネルギーを主力電源化への布石」と位置付けたこと、また、2050 年には「再生可能

エネルギーは、経済的に自立した脱炭素化した主力電源化を目指す」と示された。激動する

エネルギー情勢のなか、太陽光発電を含む再生可能エネルギーの果たす役割がますます重要

となる。 図 3.1.1 に第 5次エネルギー基本計画に概要を示す。 

 

 

図 3.1.1 第 5 次エネルギー基本計画の概要 
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２）2017 年からの改正 FIT 法による運営状況 

 2012 年 7 月に施行された FIT 法は、2017 年 4 月から従来の設備認定が事業計画認定とな

り、電子申請が導入された。メンテンナンス義務化や、系統接続契約締結が事業計画策定の

基本条件になるほか、事業用太陽光発電は事業認定後、3 年以内の運転開始が必要となり超

過すると、買取期間が短縮される。10KW 未満の住宅用については、認定後の運転開始期限が

1年となった。更に、2018 年度には、賦課金の国民負担低減を目的に未稼働案件に対する新

たな施策(後述)も決まり、2019 年 4月に施行される予定である。 

図 3.2.1 に 2017 年 4 月に施行された 改正 FIT 法の概要を示す。 

 

     

図 3.2.1 2017 年 4 月に施行された改正 FIT 法の概要 

 

 2017 年 4 月からの改正 FIT 法では、従来の設備認定や運用ルールが大きく変わったこと

から、改めて 2017 年度改正のポイントについて整理する。 

 

〇ポイント１：接続契約と運転開始期限の設定 

改正 FIT法では、従来の設備認定から事業計画認定となり、「事業認定」には電力会社との

接続契約の締結が条件となった。この結果、未稼働案件の発生が大きく減少することになる。

事業用太陽光については、事業認定後 3 年以内の運転開始が必要となり超過した場合には、

超過期間分の買取期間が短縮されることになった。10kW 未満住宅用については、事業認定後

の運転開始期限が 1 年と決まり、超過した場合には、事業認定が失効し、再事業認定を取得

することになるため、価格は再認定時の価格が適用される。 

〇ポイント２：従来の設備認定から、事業計画の認定に 

 従来の「設備認定」から、「事業計画認定」への変更になり、事業計画を策定し、その中に

はメンテナンスの義務化や、設備撤去・処分等の計画も含まれる。事業認定では、この適正性

も含めて審査される。また手続き面では、電子申請による受付となり、添付データの不備等の

影響で、事業計画届の電子申請審査手続きが大幅に遅延し市場停滞を招くような状況になった
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が、標準処理期間も徐々に改善されてきた。設備については、電気設備技術基準の遵守義務が

あり、柵の設置や発電事業の表示などを遵守しておらず改善が行われない場合には、FITの失

効も踏まえた措置も視野に入れている。 

〇ポイント３：価格決定方式と太陽電池パネル変更、入札導入 

 2017 年度の改正 FIT 法からは、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 未満は先行き 3ヵ年、10kW 以上～2MW 未満規模は単年、２

MW 以上は入札）。ポイント１で示したとおり、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ことになる。10kW 以

上は、3ヵ年の運転開始期限を設定することを要件に太陽電池パネルの変更を認める措置は、

改正 FIT 法が施行される前の 2016 年 8 月に前倒し導入された。 

入札については 2MW 以上とされ、2017 年（1回）、2018 年は（2回）の試行として 3回の入

札が設定された。2017 年度第 1 回の FIT 入札については、500MW 募集に対して落札は 9 件

141MW となったが、 終的に 2 次保証金を納付は 4 件 41MW の結果となった。上限額 21 円

/kWh に対して、 低額は 17.2 円/kWh。2018 年度第 2 回では、250ｋW 募集に対して、実際

の入札件数は 9 件 197ｋW となったが、上限価格 15.5 円/kWh を全て上回り落札者はいなか

った。（ 低価格 16.47 円/kWh）。第 3回目の入札結果は 12 月 18 日に判明。(P40 参照) 

〇ポイント４：過去に設置した太陽電池パネルの増設制限 

 太陽光発電システムの設備容量（PCS 容量）を変えずに、太陽電池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)が顕著になり、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と FIT 賦課金の増加となるため、2017 年の省令改

正によって、2017 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買

取価格に 新価格が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。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や、災害などの被災ではこの制約を超

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。 

〇ポイント５：関係法令遵守を担保する仕組み 

 太陽光発電設備の増加にともない、土地利用に関する防災上の懸念や地域住民とのトラ

ブルが生じるケースもあり、土地利用規制の遵守や地域社会との共生が不可欠である。 

 改正 FIT 法では、土地利用や安全性に関する他法令を遵守することも規定されており、関

係法令に違反した事業については、改善命令を行い、認定取消を行うことが出来る。 

 地域自治体は、懸念のある太陽光発電設備の設置については、認定設備データベースを閲

覧することができ、関係省庁と情報共有し必要に応じて改善対応を求めることができる。図

3.2.2 に自治体・関係省庁への情報提供システムを示す。 
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図3.2.2 自治体・関係省庁への情報提供システム 

 

 

３）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フェーズ１の審議 

（フェーズ１：2017年12月～2018年5月の中間整理（第1次）） 

 

 2017年改正FIT法の施行以降、再生可能エネルギーの主力電源化に向け、 総合資源エネル

ギー調査会の省エネルギー・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」が設置された。この小委員会で

は、省エネ新エネ部と、電力ガス部の共同事務局として、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

がおこなわれることになった。第1回が2017年12月から開催され、6回の審議を重ね、2018年

5月には今後の具体的なアクションとして中間報告としてまとめられた。 

 中間報告では、今後主力電源として大量に導入されていくためには、再生可能エネルギー

が自立した電源となるためには、少なくとも2つの条件をクリアする必要があることをあげ

ている。この骨子を中間報告から引用すると次の通りとなる。 

 『１つ目は、他の電源と比較して競争力のある水準までコストを低減させることである。

欧州等に比べ発電コストが高い中でこれだけ再生可能エネルギーの導入が拡大しているの

は、FIT制度が様々なリスクを極小化し投資回収を保障していることによるところが大きい。

しかしながら、これはあくまで国民負担によって支えられた過渡的な措置であり、将来的に

はFIT制度等による支援が無くとも、再生可能エネルギーが電力市場の中でコスト競争に打

ち勝ち、自立的に導入が進むようにしなければならず、このため、電源ごとの課題にきめ細

かく対応し、コスト低減と自立化を促すため、投資リスクの軽減に資する環境整備も含めた

制度・運用を構築していくことが必要となる。』 

 

 『２つ目は、我国のエネルギー供給の大きな役割を担う責任ある電源として、長期安定的

電源となることである。FIT法の施行から間もなく6年となるが、事業計画の熟度が低いまま

FIT認定を取得し買取価格を確定させた上で長期間未稼働状態や、発電設備のメンテナンス

や事業終了に備えた準備がおろそかになるなど、適正な発電事業が行われない事態や、将来
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的な太陽光パネルの廃棄等に対する懸念が顕在化している。2019年からはFIT制度の買取期

間が終了する電源が発生し始めるが、その後も発電が継続され、更には再投資が行われる環

境を整備していかなければならない。現行制度において事業者のモラルハザードを生じか

ねない仕組みなどについては適正な規制強化等を行う一方、立地制約等の事業実施上の制

約を緩和していくなど、再生可能エネルギーをめぐる規制や制度のリバランスを進め、再生

可能エネルギー発電事業が長期安定的な電源として適正に実施される事業環境を整備して

いくことが重要である。』 

 

 これらの視点を踏まえ、中間報告では、「今後の再エネの主力電源化の対応」については、

大きく２つの課題「再エネの主力電源化」と「再エネの大量導入を支える次世代ネットワー

クの構築」に整理し、 

 「再エネの主力電源化」には、①発電コスト低減(国際水準を目指した徹底したコストダ

ウン)、②事業環境整備（規制のリバランス） 

 「再エネの大量導入を支える次世代ネットワークの構築」には、①系統制約の克服（新系

統ルールの創設）、②調整力（広域的な調整力、発電・送電。小売の役割分担、調整力のカ

ーボンフリー化） 

などの対応が必要とし、各項目事に、具体的なアクションプランが設定された。 

（各項目について、本小委員会で整理された事項を枠内に「アクションプラン」として記載し、それぞ

れ検討・実施主体を明記している。色分けについては、青：既に実施済み・継続実施中のもの、緑：具体的

なスケジュールが決まっているもの、赤：基本的な考え方が整理されており今後詳細を議論していくもの

としている。 ） 

「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」の特色は、従来の小

委員会と大きくことなり、審議された内容が、ただちに実際の制度運用方針に展開される。

また、中間整理の結果は、第5次エネルギー基本計画の「再生可能エネルギーの主力電源化」

での骨子となっている。 図3.3.1 にフェーズ１中間整理でのとりまとめ概要を示す。 



33 

 
図3.3.1 フェーズ１ 中間整理（第1次）での「再エネの主力電源化に向けて」 

 

 

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フェーズ２の審議 

（フェーズ２：2018年8月～2019年1月17日） 

 

 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のフェーズ２では、5月

の中間整理を受け、エネルギー基本計画を踏まえた2030年の絵姿、更には、2050年も見据え

ながら、再生可能エネルギーを「社会に安定的に定着した主力電源としていく」ためのアク

セルを踏んでいくことが必要と位置づけ、2018年8月からは、具体的な制度設計で運用まで

含めた検討が開始された。 

 

〇価格低減目標の前倒しと再定義 （再エネの主力電源化・発電コスト低減化） 

 9月12日第8回では、コストダウンの加速化として、太陽光発電の目指すべきコスト水準が

提案され並行して審議されている、調達価格等算定委員会で方向付けが確認された。 

 事業用太陽光発電は、対象年度（2025～2027年度）の3年前に相当する2022～2024年度に

認定する平均調達価格8.5円/kWhを目指す）必要があるのではないかとされた。 

 

⇒調達価格等算定委員会（2018年11月第40回） 

「2030年発電コスト7円/kWh」という価格目標を5年前倒したうえで、2025年に運転開始する

案件の平均的な発電コストで7円/kWh(8.5円)を目指すことを明確化してはどうか。この場

合、現在のFIT制度では、認定から運転開始までの期間として 大で運転開始期限の3年間を

要する。 
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図3.4.1  第40回調達価格等算定委員会 事業用太陽光発電まとめから引用 

 

合意事項(第40回) 

 ・事業用太陽光は、50kW以上をトップランナーとすることで合意 

 ・どの水準を想定値とするかについては、現在の上位25%より効率的な水準とする方向 

  性が示された。具体的な水準は、第3回の入札結果を踏まえて決定する。 

 ・事業用のIRRは、現行の5%～4%に引き下げることが合意、 

 

 住宅用太陽光発電については、中間整理で示したとおり、蓄電池等と組み合わせながら、

自家消費モデルを促進しつつ、FIT制度からの自立化を図っていくことが重要ではないか。

価格目標については、事業用太陽光発電のコスト低減スピードと歩調を合わせつつ、自立化

を一層促していくため、「できるだけ早期に」という卸電力市場並み（11円/kWh）の調達価

格を実現する時期を、事業用太陽光と同時期（2025～2027年度）と明確化することについて、

自家消費も含めた「FIT制度から自立したモデルの在り方」と併せて検討していくべきでは

ないか。 

 

 

図3.4.2. 第40回調達価格等算定委員会 住宅用太陽光発電まとめから引用 

 

⇒調達価格等算定委員会（2018年11月第40回） 

事業用太陽光発電のコスト低減スピードに合わせて、「売電価格が卸電力市場価格並み」と

いう価格目標を達成する年限を2025年と設定したうえで、2025年に運転開始する平均的な

案件で「売電価格が卸電力市場価格並み」(10.3円 例示は2017年平均値)を目指すことを明

確化してはどうか。この場合、現在のFIT制度では、認定から運転開始までの期間として

大で運転開始期限の1年間を要することに留意する必要がある。 
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合意事項(第40回) 

 ・住宅用太陽光発電については、2020年度以降の調達価格について、複数年度価格設定 

  ではなく、2020年開始までに決定することが同意。ZEHの重要性について意見掲載の 

  意見あり。 

 ・住宅用出力制御機器の有無にかかわらず同一区分とすることになった。 

 ・入札対象外の、調達価格と入札の上限価格の関係については、委員からの意見を踏ま 

え事務局と対応。 

  

〇太陽光発電の入札範囲の拡大  （再エネの主力電源化・発電コスト低減化） 

 太陽光発電の入札については、前項３）の2017年からの改正FIＴ法による運用状況につい

て述べたが、9月12日第8回大量導入委員会では、コストダウンの加速化には試行期間である

3回以降の入札範囲を2MW以上からどこまで拡大が必要との議論がおこなわれた。過去2回の

入札では、実際の入札容量は募集容量を下回る結果となっている、 

 9月12日第8回では、事業用太陽光発電については、入札制の拡大によって大幅なコストダ

ウンが実現している欧州の事例等に鑑みると、事業者間の価格競争を通じてコスト削減が

可能であると考えられる。したがって、小規模太陽光の点について十分留意しつつ、原則全

てを入札の対象とすることを検討してはどうか。その際、競争性が確保され、入札によって

コスト低減が可能となる範囲まで、早期に入札対象規模を拡大することが重要ではないか。 

 

⇒調達価格等算定委員会（第40回） 

事業用太陽光発電の入札については、入札に伴う社会的なトータルコスト（事業者の事務コ

スト等）の増加も考慮しつつ、事業用太陽光発電の2019年度の入札対象範囲には、一定のFIT

認定容量・導入容量が存在する中規模（例えば「250kW以上」（又は「500kW以））を入札対

象範囲としてはどうか。（※）なお、この考え方は、①導入が大幅に達成されていること、

②十分なFIT対象認定件数を有すること、③コスト低下のポテンシャルが見込まれることと

いった要素を踏まえて十分な競争環境が整っているかという観点から入札対象範囲の検討

を行った昨年度までの整理と整合的である。 

 

合意事項(第40回) 

 ・委員からは、2019年の入札対象範囲を「250kW以上」とすべき意見もあれば、対象範 

  囲は段階的拡大すべきとの意見があった。 

 ・競争性を確保する規模での入札実施では一致したが、40回での委員会では結論は出さ 

  ず、12月18日に、第3回の入札結果踏まえ、決定することとした。 

（ 終的には、第3回目の入札結果をふまえ、第43回調達価格等算定委員会で、500kW以上を

2019年度の入札対象にすることで合意となった。）後述の調達価格等算定委員会参照 
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〇未稼働案件の対応  （再エネの主力電源化 国民負担の低減） 

10月15日第9回委員会では、事業用太陽光発電の長期の未稼働案件への措置（制度改正）

が示されたが、パブリックコメントを経て修正が行われた。 

 原案では、未稼働案件に関する措置のFIT価格40円/36円/32円/kWh (2012年7月～2014年

度の認定案件）の未稼働案件で、運転開始期限の付いていない案件に対し1年の運転開始期

限を設定し、「系統連系工事の着工申し込み」の受領時期によって買取価格が減額できる内

容で、原案では、2019年2月1日までに電力会社に申込書面を提出し、3月31日まで受領され

れば価格は変わらないが、遅れると遅れた年度の2年前のFIT価格（21円/kWh)に下がるとさ

れた。 

 しかしながら、既に開発工事に着手している案件もあることから、「開発工事に本格的に

着手済みであることを公的手段によって確認できる大規模事業(2MW以上)に限り今回の措

置を適用しないことになり、パブコメを経て12月5日に修正措置が公開された。 

 着工申込の提出期限については原案の2019年2月1日が8月末に、受領期限が原案の2019年

3月31日から9月30日にそれぞれ半年延ばした結果となった。条令アセス対象については、着

工申込の提出期限が原案の2019年2月1日が2020年2月、受領期限が原案の2019年3月31日か

ら2020年3月31日とそれぞれ1年、運転開始期限については、原案の2020年3月31日から2020

年12月31日に9カ月延ばした結果となった。 

施行は2019年4月からとなる。修正後の受領期限と運転開始期限を表3.4.1に示す。 

 

表3.4.1 未稼働案件に関する猶予期間 

 

 

未稼働案件と既稼働案件は、第40回調達価格等算定委員会（2018年11月8日）で、規模別

のFIT認定量・導入量（容量ベース）が公開されているので表3.4.2に引用した。 

 10ｋW以上の合計容量が約65.5GW、未稼働が32.0GW、そのうち2MW以上が19.0GW、10-50KW

が7.3GWとなっており、今回の措置対象となる2012/2013/2014（40円/36円/32円）の3年間の

10ｋW以上の設備認定容量は53.7GWで、そのうち、2MW以上は21.8GW、10-50kWが13.9GWとな

っている。今回の経過措置については、2MW以上の設備を対象として、設置の事前工事実施

中や、案件で認可取得に実際に時間のかかる可案件についての実態手続きを反映している

措置であり、事業性の乏しい案件が整理されることになる。 
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表 3.4.2 容量ベースの規模別 FIT 認定量と導入量 

 

  

〇再エネ事業の長期安定化にむけた事業規律の強化と地域共生 

第9回委員会では再エネ発電事業の長期安定的な事業運営の確保に向けて、①安全の確保、

②地域との共生、③適切な廃棄、という３つの観点から取組強化を行う方向が決まった。 

導入が急速に拡大した太陽光発電のプレーヤーをはじめ、設置工事・メンテナンスの不備

等による安全面での不安や、景観や環境への影響等をめぐる地元との調整における課題な

どが顕在化。西日本豪雨による土砂崩れによる太陽光発電の崩壊、台風による損傷等も多発。

このような課題にどう対応すべきかについて、制度面での対策を審議、安全面での確保、地

域との共生をふまえ、対策が5つの論点に整理され審議・方向付けされた。 

・安全の確保（3つの論点） 

   論点１ 電気事業法に基づく技術基準の適合性確認(法規制の執行強化(特に10～ 

       50kW)の遵守を強化)   

   論点２ 電気技術基準で定めた、性能を満たす仕様の設定や原則化 

   論点３ 斜面設置での技術基準の見直し 

・地域との共生（2つの論点）安心・安全 

   論点４ FIT設定基準に基づく標識・柵塀の設置義務違反に対する取締 

 論点５ 地方自治体の先進事例を共有する情報連絡会の設置 

 

更に、太陽光発電事業のリスク・価値等の全体を評価する「評価ガイド」の活用による事

業者による自主的な再投資促進も示された。全体の論点を図3.4.3に示す。          
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図3.4.3 長期安定的な事業運営の確保に向けた対応の方向性 

 

〇太陽光発電の廃棄対策（長期安定電源化にむけて） 

廃棄処理費用の一部については、FIT 法での価格計算に設備費の 5%が見込まれている。こ

の費用積立ては、資金の管理・運用の主体により、第三者機関で積立てを行う外部積立と発

電事業者自ら廃棄に必要な資金を貯蓄する内部積立に大別される。本来の制度の目的に照

らし、資金確保の確実性が重要であるため、事業者による積立金の使用を制限し、資金引出

し時に第三者による審査等を必要とする外部積立（源泉徴収方式）を求めることが方向付け

られた。廃棄積み立てにともなう検討の方向性については、表 3.4.3 を参照。 

 

表 3.4.3 廃棄積み立てにともなう検討の方向性 

 

 

 但し、廃棄等費用が確実に確保される蓋然性が高く、長期安定発電の責任・能力を担うこ

とが可能と認められる事業者に対しては、内部積立を認めるという方策も提案された。 詳

細については、更に検討が行われ、2019 年度中には制度の運用が決まる予定。 

 

〇太陽電池パネルに含まれる有害物質ならびにリサイクル対応 

 太陽光パネルに使用されている有害物質については、「使用済太陽電池モジュールの適正

処理に資するガイドライン」に基づき廃棄事業者に積極的に情報提供を行っている自主的

な太陽光発電協会の活動が紹介されている。ちなみに、2018 年 12 月現在有害物資の自主的
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情報提供は 20 社になっている。あわせて、協会では廃棄パネル受入れ可能な廃棄事業者（全

国で 22 社・団体）名も公開している。 

 

 産業廃棄物の 終処分場のひっ迫を解消し、資源の有効利用を図るべく、太陽光パネルの

リユース・リサイクルの促進は必要であるが、家電製品などにくらべ使用期間が 20 年など

から、大量投棄は足下では発生していない。今回の報告では、太陽光パネルの年間排出量の

ピークが 2035～2037 年頃であり、年間約 17～28 万トン程度、産業廃棄物の 終処分量の

1.7～2.7%に相当する量が示された。 

 

 
 

図 3.4.4 リサイクル排出量の精緻化された推計 

 

 

５）調達価格等算定委員会の審議 

 2018 年度の調達価格等算定委員会は、入札要件設定のための非公開委員会（第 37 回 8 月

2日、第 41 回 11 月 16 日）を含めて 12 月末まで 7回の審議がおこなわれた。 

 第 37 回 太陽光発電・第 2回入札の為非公開（入札上限価格審議） 

第 38 回 全般議論 

 第 39 回 各業界からのヒヤリング（再生可能エネルギー団体からプレゼン実施） 

 第 40 回 未稼働案件の扱いならびに、太陽光発電の価格 

 第 41 回 太陽光発電・第 3回入札・バイオマス第１回入札の為非公開 

 第 42 回、風力、地熱、中小水力に関する価格 

第 43 回 第 3回目の入札結果をうけて、太陽光発電の 2019 年対応を審議 

 

第 41 回までの審議については前項の再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワ 

ーク小委員会で記載したので、本稿ではほぼ審議がまとまった第 43 回（12 月 20 日）の内 

容を示す。 
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〇第 3回目の入札結果について(第 43 回委員会で説明) 

第 3 回入札の上限価格(非公開)は、前回と同様に 15.50 円/kWh で据え置きとなった。入

札参加資格審査に提出された事業計画数の合計は 38 件で、実際の入札は 16 件あった。こ

れら 16 件の事業計画における発電設備の出力合計は約 307MW で、197MW の募集容量を上回

った。 

 落札された 7 件のうち、 低落札価格は 14.25 円/kWh、 高落札価格は 15.45 円/kWh だ

った。7番目の落札案件については、募集容量の上限によって、落札容量が約 1.2MW に制限

されている。詳細は次の通り。(表 3.5.1) 

 

表 3.5.1 第 3 回の太陽光発電の入札結果 

 

 

〇第 4回目以降（2019 年度）の入札要件・方針について 

 第 3 回目の太陽光発電の入札結果を受けで、2019 年度の要件が決まった。 

・入札回数    ：2 回(上期/下期) 

・入札対象容量範囲：2019 年度から従来の 2MW から、500kW まで引き下げる。 

  (但し、次年度以降は 250kW を視野に段階的に広げていく) 

・入札量募集容量 ：750MW  （第 4回上期 300kW/第 5 回下期 450MW） 

（2017年度の 500kW以上の認定量実績値742MWと、2016年度の試算値485MWの平均の 613MW

に、第 3回入札で参加資格を得ながら入札しなかった案件の一部と、入札したが落札できな

かった案件を加えた値。又、第 4回の応札容量が 300MW を下回った場合は、その容量分を第

5回の 450MW から差引くことが了解された） 

・上限価格：第 4回は、非公開、第 5回は第 4回の結果で公開を決める 

・入札方式：Pay as bid 

・地域公共案件の取扱い：(地産地消の特例措置) 

地域公共案件定義は、事業に対する地方公共団体の直接の出資が確認できるもの、法律に

基づいた策定基準に基づく認定など地方公共団体が強く関与の例として 2019 年度は「農山

漁村再エネ法」に基づいて市町村が認定する案件を対象とする。ソーラーシェアリングなど

他の扱いは、必要に応じて来年度以降の委員会で議論する。自治体などが推進する地域公共

案件は、入札「保証金」を減免するという方向になった。 
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〇入札対象外の事業用（10kW 以上、500kW 未満）の 2019 年価格について 

2019 年度の FIT 価格の設定は、すでに決まっている 10kW 未満、ならびに今回入札対象と

なった 500kW 以上を除いた領域であり、10kW 以上、500kW 未満が対象となる。 

・2019 年度の事業用価格水準(算定基準) 

  昨年度までは１MW 以上の上位 25％を適用していたが、本年度は、50KW 以上のトップ 

  ランナー方式・上位 17.5％の価格を採用する方向として、3案事務局より提示され 

  案 2 の上位 17.2%水準の 18.2 万円╱kW (本年度は、22.1 万円）が採用された。 

・設備利用率  

毎年稼働率水準は、過積載の影響から向上している、採用された設備利用率 17.22% 

となり、本年度（17.1%)より、0.1%の上昇となる。 

・IRR 

IRR については 4%に（本年度は 5％）設定。FIT 設計当初の資金調達コストは 4.19%、

現在は事業リスク軽減 1.96-3.11%程度であるが適正利益水準として 4％となった。 

 

2019 年度は、この結果、14 円/kWh と 2018 年にくらべ 4円/kWh の大幅な価格低下となっ

た。2017 年からの価格推移を表 3.5.2 に示した。 

 

表 3.5.2 2019 年度の事業用の価格 

  

 

 

６）住宅用2019年問題に対する審議 

住宅用太陽光発電(10kW未満)は、2009年10月から10年間の固定価格買取制度が適用され、

2019年11月以降には買取り終了となる設置者が発生する。買取り終了者に対して、第1回再

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(2017年12月)フェーズ1では、

「FIT終了以降は、法律に基づく買取義務がなくなるため、自家消費を進めることや、小売

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

た。「相対・自由契約が締結されない場合には、一般送配電事業者が無償で引き取る」こと

もきまった。 

2017年度 2018年度 2019年度 2019年度備考

対象規模 10KW以上 10kW以上2M未満
10KW以上
500KW未満

2019年度より⼊札範囲が500kWまで拡
⼤

調達価格（外税） 21円/ｋWh＋税 18円/ｋWh＋税 14円/ｋWh＋税

システム単価 24,4万円/kW 22.1万円/kW 18.2万円/kW
50kW以上のトップランナーで上位
17.5%⽔準の18.2万円

⼟地造成費 0.4万円/kW →据置き →据置き 変更なし

接続費⽤ 1.35万円/kW →据置き →据置き 変更なし

運転維持費 0.5万円/kW/年 →据置き →据置き 変更なし

設備利⽤率 15.1% 17.1% 17.2%
50kW以上過積載が2017年123%が
2018年は128％に上昇、50kW以上の上
位17.5％利⽤率が17.2％

IRR 5% →据置き 4%
FIT設計当初の資⾦調達コスト4.19％、
現状は事業リスク軽減で1.96-3.11%程
度。適正利潤⽔準として4%に設定

調達期間 20年 →据置き →据置き 変更なし
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図3.6.1 2019年住宅用卒FITに向けたアクション 

 

更に、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フェーズ2の審議

では、第8回の小委員会で、消費者の利益を図るための適切な情報提供や、事業者間の公平

な競争の促進の観点から、政府・自治体・事業者がそれぞれどのように、どのようなスケジ

ュールで広報・周知を行っていくべきか、主に5つの論点について議論され「住宅用太陽光

発電のFIT買取終了に向けた対応」として、スケジュールが確認された。 

 

①論点１：政府広報 

 2018年10月からは新聞広告、専用サイト、Web広告、イベント、効果的周知徹底 

 消費者庁、電力ガス取引監視等委員会とも連携 

②論点２：自治体対応 

 地域の動きとも連携（対象者通知、自治体新電力買取、地域分散電源） 

③論点３：旧一般電気事業者(小売り）による買取りメニュー発表時期 

・2018年12月までに、メニュー発表時期公表 

・2019年3月末までに、具体的メニューの発表（任意） 

・必ず、2019年6月迄（4カ月前）までには具体的なメニューを発表し、契約はメニュー発表

以降とする。 

・一般電気事業者に、契約締結（予約含む）解禁は、2019年4月以降 

④論点４：現在の買取者への個別通知 

・すべてのFIT卒業対象に、買取期間終了の6ｰ4カ月前に、買取り終了の個別通知を行う 

・情報格差の観点から、個別通知には、競争上配慮必要（買取終了時期と合わせて、様々 な

選択肢の存在など）、中立的記載と必ずセット 

⑤論点５：旧一般電気事業者(小売り）による営業・契約 

・少なくとも、FIT買取期間終了後1回目の買取契約において、違約金などの契 

約の解除を制限する条件を設けない 
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７）再生可能エネルギーの自立にむけた新たな取り組みの加速化 

 第5次エネルギー基本計画では、2030年は「再生可能エネルギーを、主力電源化への布石」

と位置付けられ､2050年には「再生可能エネルギーは、経済的に自立した脱炭素化した主力

電源化を目指す」と示された。 

 市場では住宅用太陽光発電のコストが家庭用電力小売料金の水準（24円/kWh）に近付くな

ど、再生可能エネルギーのコスト低減が進んでいく状況にある。第10回(2018年11月)の再生

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は、再生可能エネルギー拡大

に向けた、市場拡大のアクセル施策として、「FIT制度による固定価格・買取義務に依拠し

た売電モデルから脱却し、需要と供給が一体となったモデル」が示された。 

 特に、電力システム改革が進展する中で、再生可能エネルギーの大量導入によって電力供

給の担い手と需要家側のニーズが多様化し、「大手電力会社が大規模電源と需要地を系統で

つなぐ従来の電力システム」から「分散型電源も柔軟に活用する新たな電力システム」へと

大きな変化が生まれつつあることが背景にある。一方で、単に小さい電源を増やしていけば

良いわけではなく、系統の活用も含めたシステム全体の効率性（社会コストの 小化）の追

求と、地域経済・産業の活性化や災害時・緊急時における近隣地域でのエネルギー供給の確

保（レジリエンス）をバランスさせながら再エネの活用モデルを構築していくことが重要で

あり、FIT制度も含めた今後の支援策の在り方についても、こうした視点からも検討を進め

ていくべきとされた。 新たな活用モデルの考えを図3.7.1に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3.7.1 電力システムの変容と再生可能エネルギーの新たな活用モデル 

 

 「電力システムの変容に応じたあらたな活用、特に、需要供給が一体となった再エネ活用

モデル」は、これからの再エネの基本的な拡大方針であり、各市場別に、家庭・大口需要家・

地域の立場から進むべき姿が示唆された。 

 

〇家庭用 

 住宅用自家消費におけるZEH支援（PVをなるべく多く使える方向）また 家庭用の蓄電 

 池は、コスト低減動向などもふまえ、社会全体のシステム視点も 

 2019年問題も控え、アグリゲーションビジネス活性化やVPP・デジタル化などの電力市 

場設計との対応、計量法の見直し検討(柔軟な計量制度を目指して) 
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〇大口用需要家用 

 ESG投資や、RE100企業など再エネを志向する企業の増加にむけた再エネ価値の提供 

 ➀敷地内（オンサイト型）自家消費の拡大、②敷地外（オフサイト型）からの再エネ   

供給などの仕組み、大口需要家の複数事業者協力によるZEB支援活用③需給一体型のレ

ジリエンス策の面から 

 

〇地域 

➀FITから、独立した需給一体型モデルの活用 

  ②効率的な電力ネットワーク(託送サービス)の在り方 

③災害時における地域のエネルギー安定供給 

 

いずれも太陽光発電を取り込んだ新たなビジネスモデルの開発が、次の世代のエネルギ

ーインフラを支えていく。 

 

 今後のFIT法については、2020年度に制度の抜本的な見直しを実施することが法律で定め

られており、2019年度には、新たな制度設計の検討やFITからの自立化がより重要な検討に

なるといえる。併せて2021年度には、第6次エネルギー基本計画策定年度となり、2040年・

2050年度を視野にいれた再生可能エネルギーの役割が問われる。 
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４．系統制約の課題解決に向けて 

我国の地域電力システムは、1942年の配電統制令にもとづき9配電会社が発足（北海道、

東北、北陸、関東、中部、関西、中国、四国、九州）したことに遡る。各地域での独占電力

会社として、各社が所有する大規模電源と、地域内需要を結ぶ電力系統が形成されてきた歴

史がある。電源の立地や電力系統は、これらの各地域の電力インフラの 適化を優先した開

発が行われて来たことから、かならずしも再生可能エネルギー電源の立地ポテンシャルの

ある地域とは一致していない。電力システム改革が2015年から進む中、2012年からのFIT制

度の導入以降、再生可能エネルギーの導入量の拡大によって系統制約が顕在化しつつあり、

今後の再生可能エネルギーの大量導入には、系統制約を克服するための様々な取り組みが

行われている。 

 

 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の中間報告（2018年5

月）では、系統制約の克服に向けた対応の全体像を示している。 

 

 

図4.0.1 系統制約の克服に向けた対応の全体像 

 

 これまで系統増強費用の経済的な負担を 小化し、また、効率的に系統を運用するため、

既存系統を 大限活用していくことを優先し、一定の条件下で系統への接続を認める「日本

版コネクト＆マネージ」が、関係委員会で審議され、系統制約の克服の優先課題として検討

実施されてきた。又、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フェ

ーズ１で示された系統課題の具体的な課題については、フェーズ２でも継続して、電力広域

的運営推進機関（OCCTO）の「広域系統整備委員会」で検討され実行に移されてきた。 
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 また、将来的な電力ネットワークの姿を模索するべく、「次世代技術を活用した新たな電

力プラットフォームの在り方研究会」も2018年秋に立ち上がり、送配電の今後の在り方や、

あらたなビジネスモデルの可能性、将来の電力システムの変化に応じた制度設計・政策の求

められる環境整備についても踏み込んだ議論が行われている。 

 

１）電力ネットワークコスト改革の3つの基本方針 

 電力ネットワーク改革の基本方針は、第3回の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3つの基本方針が確認されている。 

 ➀今後の主力電源化を目指すためには、再生可能エネルギーの拡大にともなう系統接続

投資が必要となるが、まずは今後増大するネットワーク（NW）コストを 大限抑制すべく、

既存NWコスト等については、安定供給の維持を前提としつつ、徹底的なコスト削減を促す仕

組みを構築すること。②その上で、再エネ大量導入をはじめとしたNWを取り巻く環境変化に

的確に対応し、次世代NWへの転換を実現するためには、未来に向けた投資を促進する制度環

境整備も同時に進め、その際、未来に向けた投資を行うに当たっても、徹底的なコスト削減

が図られる仕組みとすべきであること。③また、発電事業者もNWコストを意識した事業展開

を行うためのインセンティブ・選択肢を確保するべき。これらの３つの基本方針は 図

4.1.1の通り。 

 

 

図4.1.1 電力ネットワーク改革の基本方針 

 

 

２）日本版「コネクト＆マネージ」の検討状況 

 再生可能エネルギーが本格的に導入される前の従来の電力系統では、基本的に系統容量

については系統潮流の も厳しい条件（ も過酷な潮流断面）を基準として決めてきたこと

から、原則、混雑が起きることは想定していなかった。新たな電力ネットワークコスト改革

の3つの基本方針に基づき、電力系統システムを再生可能エネルギー拡大に対応するべく、

小社会コストで、より効率的な系統運用を実現する方策が「コネクト＆マネージ」である。

特に日本の系統は、海外に多く見られるメッシュ型ではなく櫛型のため、「日本版コネクト

＆マネージ」と呼ばれる。基本的な考え方は、3段階になる運用・実施は、国の方針に添っ

て電力広域的運営推進機関（OCCTO）の広域系統整備委員会で検討が行われてきた。この概

要を、表4.2.1 および図4.2.1 に示す。 
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表4.2.1. 「日本版コネクト＆マネージ」の進捗状況 

 

 

 

 

図4.2.1 日本版コネクト＆マネージの運用概念 

 

 

①想定潮流の見直しによる空き容量の活用 

従来の全電源フル稼働の運用から、実際の潮流を想定して空いた容量の活用へ変えるこ

とは、設備費用が も掛からない方法である。具体的な運用となる「想定潮流の合理化」は、

2018年4月1日から各電力会社によって適用がはじまった。接続検討等で、4月から9月までで、

拡大効果は約590万ｋW（約６GW）となることが確認され、更なる検討が行われている。 （第

11回再生可能エネルギーの大量導入・次世代NW小委、OCCTO発表資料） 

 

②N-1電制による空き容量の活用 

 従来の送電線の運用については、緊急時を想定し、2回線のうち1回線は緊急時用の枠とし

ていたが、事故時には緊急遮断するする装置の設置によって、緊急時枠を開放する運用「N-

1電制」が、先行運用が2018年10月1日から始まり、これまで約4040万ｋW(40.4GW) の接続可

能容量が想定された。一方で、「N-1電制」本格運用には、事故時の遮断装置の設置の他、

身代わりで電制される電源を電制（停止）させ、下位の接続となる多くの太陽光発電が系統

接続する高圧配電線での接続を前提とする為の、正確な費用の把握とともに費用負担精算

システムの構築が必要となり、第11回再エネ大量導入・次世代NW小では本格運用は2022年頃

とされた。（第11回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力NW小委員会、OCCTO発表資料） 
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図4.2.2 N-1電制の小規模電源の身代わり電制と精算 

 

 

     

図 4.2.3 N-1 電制の本格運用に向けた検討スケジュール 

 

③ノンファーム型接続による系統活用 

 系統混雑時でも、主力制御を受ける前提で、新規接続を行うことを「ノンファーム型接続」

と呼び、ファーム電源の運転時に空き容量がある場合に、空き容量の範囲内で運転が可能と

なる。通常、ファーム電源の発電計画は、スポット市場の結果で決まるため、ノンファーム

電源の発電計画はスポット市場後の取引（時間前市場または、BG 内でのファーム発電計画

との差替え）によって策定することになる。第 11 回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、OCCTO 発表資料では、基幹系統に接続する電源については、比

較的実現性が高いと考えられるとされたが、太陽光発電などの小規模分散電源が多数接続

される配電網での運用は海外でも例がなく、全くの新規の検討が必要であり、相当程度時間

がかかるとされた。ノンファームとファームの差し替えと精算を行うにあたっても、ノンフ

ァーム型接続の FIT 電源の扱いについても制度上の検討が必要とされている。 今後は、基

幹系統でのノンファーム電源の暫定接続の中で、混雑処理実証を行い、恒久的な関係事業者

のコンセンサスを得つつ、今後のスケジュールを検討することとされた。特に、配電系統へ

の接続電源も、特高系統にノンファームを適用することが可能な仕組みの検討（FS）の実施

も視野にいれた検討がおこなわれることも示された。 

 尚、以上の「日本版コネクト＆マネージ」OCCTO での検討は、系統基幹線を中心とした 15

万 V 以上の系統が主体であるが、今後、再生可能エネルギーを主力電源としていくために

は、多くの太陽光発電の接続となる配電用変電所以下の系統についてのコネクト＆マネー

ジの導入により、配電系統の増強を回避する必要があることはいうまでもない。 
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３）電源接続案件募集プロセス(ローカル接続対策) 

 再生可能エネルギーの系統整備には、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」、主にコネクト＆マネージの上位送電系統網と、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」とに分類されるが、太陽光発電は、低圧配電線、高圧配電線への配電ネットワークへ

の系統接続、特別高圧送電ネットワークにおいても、下位の 6.6 万 V 系の系統接続が主体

となることが特徴である。太陽光発電の下位接続系統対策についても、系統接続の特色に応

じた対策が重要である。 

 

図 4.3.1 小規模電源の接続による地域系統の容量不足 (東京電力資料から引用) 

 

  

電源接続案件募集プロセスとは、2015 年 4 月に発足した電力広域的運営推進機関により

規定（広域機関の業務規程第 75 条以下及び送配電等業務指針第 120 条以下に規定）された

系統アクセスのルールで、系統に接続する発電事業者や一般送配電事業者からの申込み等

に基づき、工事費負担金を共同負担する近隣の電源接続案件（事業者）を募る手続きである。

募集プロセスは、その開始日から原則として１年以内に、工事費負担金の共同負担者及び負

担金額を決定し、募集プロセスを完了させるよう広域機関ルールで定められている。電力広

域的運営推進機関のとりまめによれば、2018 年 9 月現在、全国で 22 件の電源プロセスが終

了し、13 件が実施中である。プロセス完了までの期間が 2 年以上かかった案件は、終了ま

での期間が実施済みの案件の約 1╱3 以上、実施中の案件ではほとんどが 2年以上で 1╱3 は 3

年程度と見込まれ、今後はいかに期間を短縮できるかが課題といえる。 

 

 

４）系統ワーキンググループ(WG)での検討（最新の接続状況と出力制御） 

 平成 26 年度（2014 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、電力会社の再生可能エネルギーの接続可能量の試算と検証がお

こなわれてきた。2018 年秋には、九州電力は、秋の週末での電力需要の低負荷のタイミン

グと、ベースロード電源の稼働が重なった結果、出力制御が 10 月・11 月と 8回にわたり実

施された。2019 年には、沖縄電力、四国電力において出力制御の可能性が想定されている。

2018 年度の指定電気事業者 7社の接続可能量については、従来通り変更はなかった。 



50 

表 4.4.1 に、指定電気事業と中 3電力の太陽光発電の接続状況を示す。 

 

表 4.1.1 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） 

（表 4.1.1 は、各電力会社発表資料をもとに取り纏めた内容） 

 

 

第 18 回系統 WG では、各指定電気事業者から、過去 3 ヵ年の実需用の平均値を基準とし

て接続可能量に追加的に太陽光発電の接続量が増加していくシミュレーションが示された。 

 特に、注目すべき点は、2018 年 10 月から地域間連系線の運用利用に「間接オークション」

が導入された結果、地域間連系線の活用が 100%まで活用できることになったことである。

この結果、地域間融通量の拡大によって、従来の出力制御が大きく軽減されることになった。

系統 WG では、各指定電気事業者からの、10 年程度先までの太陽光発電の導入を踏まえた検

討結果も公開した。これらの結果を取りまとめた結果を 表 4.4.2 に示した。 

  

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 117 140 98 238 2018.11 末 

東北 552 455 471 46 972 2018.11 末 

東京 - 1,626 1,277 2,903 2018.11 末 

中部 - 833 757 1,590 2018.10 末 

関西 - 521 256 777 2018.11 末 

北陸 110 85 45 50 180 2018.11 末 

四国 257 240 90 330 2018.11 末 

中国 660 422 308 730 2018.12 末 

九州 817 826 419 459 1,704 2018.11 末 

沖縄 50 33.3 9.5 42.8 2018.11 末 

合計 5,181 9,467 
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表 4.4.2 指定電気事業者各社の 10 年後の抑制状況シミュレーション 

 

 

 一般的に、多くの発電事業者が事業計画策定段階で 10%程度の出力制御リスクを見込んで

いると考えれば、九州電力のケースを除けば、ほとんどこの範囲に収まると推定される。ま

た、 も厳しい九州電力においても、今後の更なるコネクト＆マネージの進捗や、次世代電

力ネットワークによる次世代開発や DRなどの調整力拡大が進めば出力制御を 小化できる

可能性もある。 

 

 

５）再生可能エネルギーの調整力の確保と FIT 電源のインバランス 

 系統制約の克服とともに、自然変動電源である太陽光発電や風力発電の大量導入には、調

整力の確保が重要となる。調整力とは、一般送配電事業者が供給区域内での周波数調整・需

給バランス調整を行うために確保するものである。一般送配電事業者による電源確保の形

態については、大きく電源Ⅰ（一般送配電事業者の専用電源として常時保有の電源）と電源

Ⅱ（小売り電気事業者の供給力と一般電気事業者の供給力が相乗りとなる電源)と整理され

ている。また、電力システム改革では、需給調整市場の創設が、2020 年+X 年に予定され、

電力調整区分ごとに「１次調整力」「2次調整力」「3次調整力」(上げ・下げ別)に、10 区分

に細分化し商品設計が進められようとしている。今後、拡大が期待されている太陽光発電の

VPP などによる DR などは 3 次調整力の低速枠に位置づけられ、応動時間が長い(低速)こと

から需給市場では調整価値が低くなる。価値向上については、デジタル化やスマート化によ

る応動性向上が必要となる。 

 

 現在、FIT 電源については、FIT 制度で固定価格での売買収入が保証される特性と計画値

同時同量制度の整合を取るために、FIT インバランス特例制度(特例➀、特例②)が設けられ
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たが、多くの FIT 電源は自らリスクを避け、特例➀の一般送配電事業者が計画作成をおこな

う FIT インバランスに頼っているのが実態である。また、一般送配電事業者による再エネ予

測誤差は、調整力の拡大になり、予測誤差の削減も必要である。 

 2019 年からの FIT 買取終了や将来的な FIT 自立化等の環境変化から、本来は、発電事業

者・小売電気事業者が、計画値同時同量を遵守すべきであることや、コスト削減の観点から、

一定範囲の再エネ予測変動分の調整は、発電事業者・小売電気事業者自身が行うことが、将

来の需給市場活用した調整の在り方になるといえる。 

 

 第 11 回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のなかで、電力

広域的運営推進機関（OCCTO）は、「FIT インバランス特例➀」による太陽光・風力に対応す

る FIT 特例制度の調整力が、10 社合計で年間約 200 億ΔkW に上る試算結果を公開した。 

 このような調整量のコストに関し、経産省は、FIT 特例制度に起因して必要となっている

こと、FIT インバランスリスクを(ΔkWh)FIT 交付金で負担していることも踏まえ、一般送配

電事業者が「生じざるを得ない予測誤差と、調整力の確保に係る費用について FIT 交付金を

活用による負担検討を示唆」し「今後行われる FIT 法の抜本見直しも見据え、2020 年度を

めどに具体化できるように検討する」とした。 

 

 

６）グリッドコードの整備について 

再生可能エネルギーの主力電源化およびレジリエンス強化の双方の観点から、グリッド

コードの整備は、増加する自然変動型再エネの制御機能や、柔軟性を保つための火力の調整

力にとってますます重要となっている。先般の北海道胆振東部地震でのブラックアウトも

踏まえた「電力レジリエンスワーキンググループ」でも、自然変動再エネについては、周波

数変動の耐性を高める対応が必要とされた。 

 今後、再エネ拡大を見据えたグリッドコードの整備には、グリッドコード体系の在り方や、

各種電源に求めるべき要件や制御機能、設備への対応なども必要となる。 

 太陽光発電においては、スマート PCS の開発なども、これからの柔軟性を増していく可能

性ともいえる。 

 

 

７）次世代電力ネットワークの検討 

次世代電力ネットワークについては、「次世代技術を活用した新たな電力プラットフォー

ムの在り方研究会」による集中討議が2018年秋から始まり、2019年春には取り纏められる予

定であり、分散型エネルギーが拡大していく中で、いかに調和的な電力ネットワークが在る

べきかが検討されている。新たな電力ネットワークへ変革にむけた検討例を以下に示す。 
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図 4.6.1 分散型エネルギーリソースと調和的なネットワークの在り方 

 

 

 
 

図 4.6.2 配電分野における新たな電力プラットフォーム全体像の例 
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５．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 

 （フェーズ２ 中間整理(第 2次)で示された、今後の検討について） 

 

 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の中間整理(第 2 次案)

が、第 12 回委員会（2019 年 1 月 17 日）で示された。この整理報告の方向はこれまでの活

動をより強化し、再生可能エネルギー電力需給一体型への流れを重視し、今後の発送電分離

や、FIT の抜本的見直しを控え、太陽光発電が、これからどのように主力電源化にむけ様々

な検討が必要かを示唆している。この中間整理（第 2次）の「V.今後の検討に向けて」につ

いて以下引用した。 

 

「本小委員会においては、これまで約1年間にわたり、再生可能エネルギーの主力電源化

と、再生可能エネルギーの大量導入を支える次世代電力ネットワークの構築に向けた政策

対応について検討を行い、足下の課題に対して打つべき策を順次講じてきた。引き続き残さ

れた論点は多いものの、世界が再生可能エネルギーの電力市場への統合に大きく舵を切る

中、日本もそれに追いついて行くための土台となる議論を積み重ね、政策の方向性を示すこ

とができた。一方、本小委員会の議論を通して、再生可能エネルギー政策は、エネルギー供

給の在り方や電力システムの設計と密接不可分であるだけでなく、地域との共生やレジリ

エンスの強化など、非常に多面的な目的・視点から包括的な議論の下で進めていく必要があ

ることも顕著となった。 

 

2020年4月の送配電部門の法的分離により我が国の電力システム改革はまた新たなフェ

ーズに入り、容量市場や需給調整市場など市場機能を活用した電力システムの運用が本格

化していく。こうした電力システムの転換と併せて、再生可能エネルギー政策も、これまで

の固定価格・買取義務に依拠して「量」を増やすことを 優先とした電源政策から、発電事

業者としての責務と市場を意識した発電行動を促し社会コストを 小化する観点も加え、

競争力ある電源として電力市場・NWに統合していくことに主眼を置いたネットワーク政策

へと比重を移していくことが重要になる。2020年度末のFIT法抜本見直し期限まであと2年

余りと迫る中、再生可能エネルギーが自立していくための橋渡しとなる支援制度の在り方

や、大量に導入された再生可能エネルギーが地域と共生しながら定着し長期安定的な事業

運営を行う規律ある事業環境の在り方、脱炭素化に向けた電力レジリエンス強化・次世代NW

形成のための電気事業制度の在り方など、必ずしも2020年度末の期限を待つことなく関係

審議会等においてそれぞれ具体的な制度設計を進め、主力電源化を盤石なものとするため

の総合的な政策パッケージを示していく必要がある。」 

 

 また、第5次エネルギー基本計画を踏まえた検討の視点と今後の対応として、フェーズ１

中間整理（第1次）から、今回のフェーズ２中間整理（第2次）へ、どのような検討が行われ

たかについて、参考資料がしめされている。（図5.0.1） 
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図5.0.1 第5次エネルギー基本計画を踏まえた検討の視点と今後の対応 

（フェーズ１ 中間整理（第1次）から、フェーズ２、中間整理（第2次）への検討 

 

 2019年度では、フェーズ２の中間整理（第2次）を踏まえて、フェーズ３として、電力シ

ステム改革とより一体化しつつ、更なる再エネ主力電源化の実行にむけたステージに移行

することになる。 
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６．電力システム改革 

１）電力システム改革の推進と再生可能エネルギー 

現在、国が進めている電力システム改革は、「電力システム改革に関する改革方針」(平

成 25 年 4 月 2 日閣議決定)を基本におき、①広域系統運用の拡大、②小売及び発電の全面

自由化、③法的分離の方式による送配電部門の中立性の一層の確保という 3 段階からなる

改革の全体像が示され、第 1弾、第 2弾、第 3弾の実施に必要な措置を定めた電気事業法改

正案が、それぞれ、第 185 回臨時国会、第 186 回通常国会、第 189 回通常国会において成立

し改革が進められている。過去約 60 年間にわたる 9地域での地域電力事業に対し、新たな

電力システムとして、海外先進諸国では 15～20 年程度かかった改革を、我が国では 5年程

度で構造改革を実施しようとしている。電力ガスのエネルギーシステム改革のスケジュー

ルによると、電力改革では 2020 年に送配電部門の法的分離、ガス改革では 2022 年に導管

部門の法的分離（大手３社）が決まっている。エネルギーシステム改革のスケジュールを図

6.1.1 に示す。 

 

図 6.1.1 エネルギーシステム改革のスケジュール（基本政策分科会 2018.12.27） 

 

第 5 次エネルギー基本計画が 2018 年 7 月に閣議決定されたが、2030 年に向けたエネルギ

ーミックスの策定は、これらの電力システム改革による構造改革を前提に検討が行われた。 

 再生可能エネルギーは、将来の主力電源として位置付けられたが、電力システムと一体と

なって普及が拡大されていく。 

 これらの議論は、総合資源エネルギー調査会では、基本政策分科会や、省エネ・新エネ分

科会、電力・ガス事業分科会、資源・燃料分科会等の審議のほか、経済産業大臣の直轄組織

である「電力・ガス取引監視等委員会」による市場監視、行為規制、制度検討などの検討、

また、FIT 法の「調達価格等算定委員会」、電力システム改革の具体的な制度実施を担当す

る「電力広域的運営推進機関」などの委員会などと密接に関連している。 

代表的な委員会を 図 6.1.2 に示す。 
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     図 6.1.2 電力システム改革・再生可能エネルギー関係検討委員会 

 

委員会の関連性の例でみれば、202X 年度に予定している「電力需給調整市場」の検討の

枠組みに示すごとく関係機関・委員会・検討会の相互関連をもって審議が進められる。 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.1.3 電力需給調整市場における検討の枠組み 

 

 

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

である。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、市場監視、行為規制等の視点から電力システム改革に伴う
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制度設計の検討が行われている。また、これからの電力市場の構造変化に対応した託送料金

の在り方を検討すべく、「送配電網の維持・運用費用の負担の在り方検討ワーキンググルー

プ」が開催され、今後の託送料金の方向性を示した。本稿では、この一部を次に示す。 

 

〇制度設計専門会合 

 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に関し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行われている、 

 制度設計専門会合では、卸電力の活性化について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。 

 

ごく 新の太陽光発電に関係のある内容としては、九州電力の10月度の出力制御時の九

州エリアのインバランス料金が3～6円/kWh程度となり、エリアの余剰電力がインバランス

料金に適切に反映されていなかったことが取り上げられている。検討では、論点１として

「太陽光発電の限界費用の明確化（コントロールできない場合は 低入札価格0.01円/kWh）、

論点２としてFIT特例➀について扱い、論点３出力制御量の算定方法、論点４、インバラン

ス料金の算定の改善などの審議がおこなわれ、制度運用として「電力・ガス基本政策小委員

会」や、「電力広域的運営推進機関」での検討が進められる。 

 

〇送配電網の維持・運用費用の負担の在り方検討ワーキンググループ 

 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（固定費）は30％で、残りの70％は従量料金

（変動費）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分散電源や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

げが余儀なくされる。この構造を是正すべく、本ワーキンググループは、2017年から2018年

6月にかけて、今後の託送料金の在り方について、有識者や関係者とのヒアリングなどの審

議をさかね、パブコメを経て2018年6月に中間とりまとめが行われた。この概要を以下に示

す。 
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①発電事業者への課金 

現行制度の送配電網の維持運用に要する費用は、託送料金として小売電気事業者が100%

負担し、小売電気事業者が負担した託送料は電気料金の一部としてユーザー（需要家）が負

担しているが、今回のとりまとめでは、今後の電力送配電網の構造変化に応じて、「系統利

用者である発電事業者（再生可能エネルギー事業者含む）に対しても一部の固定費の負担を

求め課金していく」ことが方向付けられた。 

 

②課金の基準（容量ベース、課金負担の考え方） 

発電事業者側の基本料金としては、kW 単位の容量課金とされ、この根拠は送配電設備の

大潮流（ 大受電電力）を踏まえた整備によることとされた。 

 また、発電側の基本料金は、現在託送料金で回収される原価のうち、発電側・需要側が等

しく受益していると想定される設備の固定費として発電側・需要側の両者が等しく負担す

ることとされた。特定電源に有利・不利にならないよう、系統に接続され、系統に逆潮して

いる電源についてはすべて課金するとした。また、需要と発電（逆潮）が同一場所にある場

合には、需要を上回る発電 kW 分について負担をするとされた。 

 現在の費用構成と、発電側課金の基本料金の対象費用イメージ（電力 10 社）について図

6.2.1 に示す。 

 

図 6.2.1 現在の費用構成と、発電側課金の基本料金の対象費用イメージ（電力 10 社） 

 

③住宅用太陽光発電の当面の例外措置 

 需要と同一地点における系統側への逆潮が 10kW 未満の場合には、発電側への課金は当面

行わないこととされた。 

 

④FIT 法による固定買取の扱い 

 FIT 法で認定を受けている電源は、FIT 制度による買取期間中は予め定められた固定買取

価格で買取られるため、他の電源と異なり発電側課金料金による追加コストを転嫁するこ

とができないという制度上の制約がある。そのため、発電側基本料金の導入に当たっては
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FIT 買取期間中・終了後を問わず他の電源と同様の条件で課金することを基本としつつ、ど

のような場合に FIT 買取期間中の調整措置が必要か、今後調達価格等算定委員会で検討が

必要とされた。 

 

⑤あらたな託送制度の導入時期について 

 2020 年以降のできるだけ早い時期とした。今後の電力システム改革の進捗とも調整して

いくことが必要となる。送電ロスの一般送配電事業者による一括補給・調達への移行や、送

電ロスの料金制度は、中期的検討課題とされた。 

 

⑥系統接続時の初期費用の一般負担条件の取扱い 

 発電側の基本料金の導入によって、系統に接続している電源が系統コストの一部を kW 一

律で負担していくのであれば、これまで設備利用率に応じて電源種別ごとに傾斜が設けら

れており、接続初期費用の一般負担条件についても kW 一律として負担を平準化することが

適当とされた。見直し後の一律一般負担は、＊4.1 万円/kW となり、それまで太陽光発電の

＊1.5 万円/kW から事業社負担が軽減されることになった。この適用については、OCCTO で

パブリックコメントを経ての決定後、2018 年 5 月末から開始された。（＊注記：上位連系

の太陽光発電事業者にとって、差額の接続費用 2.6 万円/kW が一般負担（託送料金の一部）

となるため、系統費用負担が減ることになる） 

 

 

３）電力・ガス基本政策小委員会 制度検討作業部会 

 電力の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する電力システム改革が進められる中、更なる競争の活性化を進め

るとともに、環境適合、再生可能エネルギーの導入拡大、安定供給等の公益的課題に対応す

るための方策について「電力システム改革貫徹のための政策小委員会（貫徹小委員会）」に

おいて議論がなされ、このうち、新たな市場整備の方策については、今後、詳細な制度設計

が必要とされた。これに対応するため、総合資源エネルギー調査会電力・ガス基本政策小委

員会の下に、電力市場の制度設計を検討する「制度検討作業部会」が 2017 年 3 月に設置さ

れた。また、2016 年度からの小売全面自由化に伴い顕在化しつつあるインバランス制度の

課題や、2020 年の発送電分離までに制度整備を行うこととされているリアルタイム市場の

設計については、従来、電力・ガス基本政策小委員会において、一部議論が行われてきたが、

こうした課題についても、貫徹小委員会の中間取りまとめを踏まえつつ、関係する各制度の

整合性を確保しながら、より詳細な検討を行うことが必要となり、制度検討作業部会での検

討が行われ、2018 年 7 月には中間とりまとめが公表された。 

 

電力システム改革では、2020 年度までに電力取引が大きく変わる制度設計が検討されて

いる。種類の新しい市場を創設する方向で制度設計を進められ、具体的には、➀実際に発電

された電気を取引する(電力量｢KWh 価値｣) 卸電力市場（スポット市場、ベースロード市場

などが含まれる） ②発電することが出来る能力（容量・供給力価値）を取引する容量市場 
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③短期間で、需給調整ができる能力（調整力 ΔkW 価値）取引する調整力公募(リアルタイ

ム市場) ④非化石電源で発電された電気に付随する環境価値を取引する非化石価値市場 

などである。これらの市場の方向性を以下に示す。 

 

図 6.3.1 今後の市場の方向性 

  

2020 年の法的発送電分離にむけて、今後の主な電力市場整備の予定を図 6.3.2 に示す。 

 

図 6.3.2 今後の主な電力市場整備 

 

ベースロード市場については、発電コストが低い「ベースロード電源」の取引市場を2019

年に創設し、2020年から運用が計画されている。電力会社と電源開発が保有する水力・原子

力・石炭火力の電力を市場に供出させ、新電力が供給する需要の3割程度まで取引を拡大す

る意図がある。 

 

 連系間接線利用ルールについては、2016年4月の自由化以降、計画値同時同量制度が導入

され、託送制度上自由に電源の差し替えが可能となり、連系線の利用計画も特定電源との紐

付き原則不要となった。このような背景から、従来の「先着優先ルール」から、市場原理に

基づきスポット市場を介して行う「間接オークション」に2018年10月から移行された。又、
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間接送電権取引が、上記の「ベースロード市場」の2019年開設に当たって必要となり、エリ

アをまたぐ広域的取引の整備や、地域連系線の効率的な運用を目指し、2019年4月からの開

始を目途に準備が進められている。 

 

容量市場の創設の基本的な考えは、以下の通りである。 

自然変動型再生可能エネルギーの変動による電力の需要と供給のバランスは、火力発電

が主に担っており、今後更に自然変動型再生可能エネルギーが増加すると、火力発電から供

給する電力が減り、火力発電の稼働率が下がってしまう。FIT電源についてはFIT制度で長期

売電収入が保証されているが、火力電源は稼働率が大きく後退し、初期投資が回収できなく

なる可能性が起きてくる。このような事態を回避すべく、売電収入だけではなく発電設備の

容量でも収入が得られるようにする考えである。容量市場の創設に当たっては課題が多く、

広域的運営推進機関、電力取引監視等委員会とも、制度検討作業部会にて調整を行ない検討

が進められている。 

 

需給調整市場は、電力需給調整市場を開設し、電力調整力を市場の仕組みを活用して需給

調整を行うための取引で、電力自由化が先行している欧州・諸外国では広域的電力市場取引

の重要なツールとなっている。 

我が国においても、再生可能エネルギーの導入が拡大する中、調整力を確保していくこと

は重要な課題であるが、各一般送電事業者による需給調整が、各事業者の中央給電指令所シ

ステムを活用して行われ、連系線の運用も一定のルールの下で広域的運営推進機関も含め

たシステムを用いて行われていることから、市場設計はこうしたシステムの改修が必要と

なる。他方、こうしたシステムは、現状において広域的な調整力の市場調達やその運用を前

提として構築されていないのみならず、計画値同時同量制度が開始された今日においても、

旧一般電気事業者の＊発電・小売BGの電源の 適運用とエリアの需給バランス調整のため

の調整電源の運用が一体的に行われるシステムが継続的に使用されているという実情があ

る。制度検討作業部会においては、こうした制約や日々の需給調整に支障を生じさせないこ

との重要性を認識しつつも、広域化等による需給調整の効率化や、調整力確保に係る市場メ

カニズムの採用による透明性の向上、DR事業者や新電力等の新規事業者を含めた形での調

整力の確保といった諸課題に対応すべく、需給調整市場の詳細制度設計が検討されている。

本格的な広域調整・運用を可能な限り早期に実現するため、中給システム等の改修を含め検

討が行われる。 

 

（＊注記：発電・小売BGとは、電力需給の同時同量のインバランスの算定対象となる単位で、

発電者のバランシンググループ（BC）と、小売り電気事業者のバランシンググループ（BC）

に別れ、各バランシンググループは、電力供給区域内で構成される。運用面では、複数の新

電力(電事業者)や(小売電力事業者)を束ねたグループを形成することで、複数の新電力が

共同でシステム開発の費用負担を行うことや、お互いに余剰電力を融通してインバランス

を軽減することで運営負担を軽減できる仕組み。又、再生エネ発電事業者・再生エネ小売り

事業者が代表者の電源を融通したり、諸業務を一括して委託することなどもおこなわれて
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いる。） 

 

 非化石価値市場について、非化石証書の購入は、小売電気事業者が非化石価値取引での高

度化法（2030年44%達成）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。

Jクレジットへ組入れや、RE100にも組入れるようにすることができれば市場が広がる。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っ

た。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し、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する。なお、

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） 

 

入札方法/価格は、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の

差）と設定された。第1回目のFIT電力の入札については、FIT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度の頻度で行われる。 

 2019年2月に実施されるオークションでは、FIT非化石証書に電源種や発電所在地など付

加的な属性情報をトラッキング紐付けすることを目的とした実証実験が行われる。これら

のトラッキング情報が、証書に付与することができると、需要家のRE100の取組みに活用す

ることが出来るようになる。 

 

また、非FIT電力についても、2019年秋からの卒FIT案件の出現とともに、オークションが

検討されている。今後想定される非化石証書の種類を表6.3.1に示す。 

 非FIT非化石証書の初回オークション（2019年4～12月に発電された非FIT電源に係るもの）

については、小売電気事業者による2019年度の高度化法の非化石電源比率の報告期限（2020

年7月末）等を踏まえ、遅くとも2020年5月に取引が開始するよう詳細設計を進めることが審

議されており、具体的な初回オークションの時期については一通りの制度設計が検討され

てから改めて検討とすることとされている。 

 

表6.3.1 非化石証書の種類 
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４）電力広域的運営推進機関 

電力広域的運営推進機関は、電力システム改革の第1弾として2015年4月1日に発足し、そ

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、2016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2018年12月現在、委員会･検討会として10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行われている。 

 

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

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＆マネージに関する課題

整理」も進められている。具体的には、2018年4月からの「想定潮流の合理化」2018年10月

からの「N-1電制の暫定導入」などが実施されたほか、「ノンファーム型接続」の本格的運

用検討など、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。「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」や、「電力・

ガス事業分科会」での様々な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。また、「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」では、2018年10月から導入された「間接オークション」の詳細設

計の役割を担った。今後、2020年に向けて次々と創設される電力市場については、エリアを

超えた電力連携が進めば、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がある。今後の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。 

 

 また、 新の検討の中でも注目されるのは「広域系統整備委員会」の下に設置された、「電

力レジリエンス等に関する小委員会」である。国の電力レジリエンスワーキンググループの

中間取りまとめで、電力広域的運営推進機関での検討としてタスクアウトされた項目を内

部の複数の委員会とも双方向に報告しながら、電力レジリエンスに関わる事項はこの小委

で短期集中で2019年春に成案が作成される予定である。内容は、➀北海道本州間の更なる増

強等⇒90→150万 ②更なる供給力の確保等 ③レジリエンスと再エネ拡大の両立に資す

る地域間連系線増強・活用拡大策 ④太陽光、風力の周波数変動に伴う解列の整定値等の見

直し⑤グリッドコード見直し、高速UFR設置増強など ⑥停電コストの技術的な精査 など

である。今後の再エネ拡大とも密接に関係する内容であり注目していく必要がある。 

 

 電力広域的運営推進機関の活動においても、再生可能エネルギーに係る制度設計の重要

性がますます高まっていく。  
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　　　　　　　　自　　平成３０年７月　１日

　　　　　　　　　任　　期

　 　　　　　　　至　　平成３２年６月３０日

氏　　名 　　会  社  名  等　　　 役　　　職

牛　山　　　泉   足利大学  理　事　長 

笠　　　俊　司   株式会社ＩＨＩ
 理事　技術開発本部
総合開発センター長

永　尾　　　徹 　足利大学大学院  特任教授

池　上　　　徹 　株式会社安藤・間
 取締役専務執行役員
土木事業本部長

安　永　文　洋 　伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
 技術戦略グループ
科学システム本部 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　技監

野　崎　洋　介 　株式会社ＮＴＴファシリティーズ
 取締役　ソリューション本部
スマートエネルギー部長

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

牧　野　俊　亮 　株式会社関電工
 常務執行役員　戦略事業本部長兼
営業統轄本部副本部長

能　見　和　司   九州電力株式会社
 上席執行役員
ﾃｸﾆｶﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ統括本部 情報通信本部長

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

入　澤　　　博   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  専務執行役員

石　井　義　朗   国際石油開発帝石株式会社
 執行役員 再生可能エネルギー・
電力事業ユニット担当

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

 名誉理事

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

山　田　安　秀   清水建設株式会社  常任顧問

西　堀　　　仁 　シャープ株式会社  研究開発事業本部 渉外担当 部長

矢　部　　　彰
　国立研究開発法人
新エネルギー・産業技術総合開発機構

 技術戦略研究センターユニット長

福　島　裕　法   JFEスチール株式会社  専    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

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

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

中　野　正　則   石油資源開発株式会社
 環境・新技術事業本部
新技術開発部長

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

高　浜　信一郎   大成建設株式会社
 理事
エンジニアリング本部長

奥　田　正　直   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
 環境エンジニアリング本部
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  取締役事業開発統括部長

瀬　古　一　郎   中央開発株式会社  代表取締役社長

坪　井　俊　郎   中国電力株式会社  執行役員

船　山　政　昭   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  副会長 兼 専務理事

天　野　寿　二   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　本　竜太郎   東京電力ホールディングス株式会社  執行役員技監

畠　澤　　　守   東芝エネルギーシステムズ株式会社  執行役上席常務

山　﨑　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  取締役執行役員 土木本部長

増　田　信　之 　東邦ガス株式会社  常務執行役員 技術開発本部長

八　代　浩　久   東北電力株式会社  常務執行役員

松　原　利　之   飛島建設株式会社  執行役員　技術研究所長

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

東　　　　　司   株式会社日本製鋼所  新事業推進本部　副本部長
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氏　　名 　　会  社  名  等　　　 　役　　　職

西　川　省　吾 　日本大学　  教　　授

児　島　真　吾   日本電気株式会社
 スマートエネルギー事業部
事業部長代理

石　井　秀　紀 　株式会社ニュージェック  取締役

村　山　貢　一   株式会社日立製作所
 電力ビジネスユニット
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  常務取締役

  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

大　西　賢　治   北陸電力株式会社  常務執行役員

氏　家　和　彦   北海道電力株式会社  取締役　常務執行役員

森　本　英　雄   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

加　地　　　靖 　みずほ情報総研株式会社
 コンサルティンググループ
環境エネルギー第２部部長

木　村　信　彦   三井金属鉱業株式会社  資源事業部長

船　越　久　司 　三菱電機株式会社
 電力・産業システム事業本部
技術部長

松　野　芳　夫   三菱マテリアル株式会社
 環境・エネルギー事業本部
エネルギー事業部 事業部長

白　井　政　幸   三菱マテリアルテクノ株式会社
 資源･環境・エネルギー事業部
事業部長

鈴　木　岳　夫   株式会社明電舎  理事　電力・エネルギー事業部長

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

西　浦　　　寛 　株式会社ユーラスエナジーホールディングス  国内事業企画部長

77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
　名誉理事

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）　ﾘﾋﾞﾝｸ・ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾒﾃﾞｨｱ事業本部　渉外部
　技術担当部長

委　員 岡本　良一
　富士電機（株）　発電事業本部　新ｴﾈﾌﾟﾗﾝﾄ事業部
　太陽光･風力発電技術部　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 加納　達也
　㈱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
　シニアコンサルタント

委　員 塩　将一
　積水化学工業（株）　住宅カンパニー  広報･渉外部
　技術渉外グループ長

委　員 北村　弘明
　関西電力（株）　研究開発室　研究推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ
　リーダー

委　員 正代　尊久
　（株）ＮＴＴファシリティーズ　経営企画部
　政策渉外室　室長

委　員 詫間　隆史
　（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　第一グループ　グループマネージャー

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　新ｴﾈﾌﾟﾗﾝﾄ事業部
　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 西浦　寛
　（株）ユーラスエナジーホールディングス
　国内事業企画部長

委　員 西堀　仁 　シャープ（株）　研究開発事業本部　渉外担当　部長

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 峯岸　利明
　東芝エネルギーシステムズ（株）　エネルギーアグリゲーション統括部
　再生可能エネルギー技術部　部長

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 佐藤　貴文
　みずほ情報総研（株）　環境エネルギー第2部
　コンサルタント

平成３０年度  太陽エネルギー委員会　委員名簿
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太陽エネルギーの普及促進に関する提言 

 

平成３１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 
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