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平成 21年度総会特別講演(第 128固定例研究会) 資料 E

新エネルギー社会システムの導入・普及について

平成21年5月

経済産業省資源エネルギー庁

省エネルギー・新エネルギー部

新エネルギー社会システム推進室

争資源エネルギー庁省エネルギー・続エネルギー飾政策線に「新エネルギー社会システム推進室芹成21年1月
13日付け)を放置し、
・製造業ゃ.祢水産の産業lまもとより、公共施段、運槍.iit通、観光、住宅、生活インフラなどにおける活用を通"
た役会システムとしての導入・普及
・々の新エネルギーの緩衝や綾備の導入にとどまらず纏合的な縄互作用の中での遭獲による導入・普及
これらの先導的な導入・普及の事例dモデル・ケースJとしての図書層的な腹開

などに取り組み、新エネルギー・省エネルギー政策の一層の援進を悶ることとする.
争 一般m良からも広〈アイディアを募りながら、省内関係郷局との連機を殴り、現在検討中の成長戦略における集中
的な政策資源の投入分野の具体化、雇用級会の創出などにも貢献することとしたい.
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a 一重点的に取り組むべきエネルギー革新妓術ー

エネルギー源毎に、供給側から需要側に至る流れを術醸しつつ、 初率の向上と倍炭素化の

両面から、 C02大幅削減を可能とする r21J筏術を選定。
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省エネ・新エネによる

f未来型エネルギー社会システムJの形成

億炭素社会づくり行勧計画『太陽光発電の導入量の大幅広大』

2008年7月に閣議決定された「低炭素社会づくり行動計画』において、太陽光発電に

ついては、妓術革新と需要創出により価格を大幅に低減し、導入量の大幅紘大を進め

ることが盛り込まれたところ。具体的には、住宅、産業、公共等の部門での思い切った

導入支彼等を行う必要性が示されている。

E革新的銭術開発と既存先進妓衡の普及
Z既存先進銭衡の普及
(1)A織先発電の導入量の大暢鉱大

『太織光発電l立、再生可能エネルギーの中でも特に滞在的な利用可能震が多〈、エネルギー自総事の
低い我が慣の国産エネルギーとして..な位置を占める可能性がある.そこで、太陽光発電世界ーの
鹿を再び獲得することを目指し、太陽光発電の導入置をE020年に漫設の10催、Z皇室旦隻長生Qf置にす
ることを自細として、導入賞の大編鉱大を進める.呈ヱ豆集量tに太陽光発電シス予ムの偏絡を漫盗M
81量産に低減することを目緬す.J 

-緯..蓋5....・事創出により値繕幸夫帽iこ低温

r.f;主宰‘厳寒、ー 公会惨殺車事内ドで.ø.."，.~~鍛 .?.t主導λ:&~量、 算事匠量CJ.Ä陽電波tま衡のJ技術照袋、電気.象者によ
るt乏辺三支之怠震駐軍三笠玄録、鎗怠公会鼠悠よ忽濠銀、ソーラーメーカーk住宅メーカーの濃緩怠銀進、
グリーン・カ盤.(中略)1J.滋患を行うとともに、電力系統への彫警を緩和する遷鉱笈笈~滋tlや‘本怠怠ニ
量Eコストの司E・軍駐の主主街鶴舞等を進める』

-5エネルギーの.入時におけるコスト・祖のあり貨の鎗肘闘曲面

rll.!&預.teヱ~1駐を一役割，~弘会員鉱~窓i長思議;笠ゑヨ6t..92A銀翌日労'.~.âについて、(中略)2009年容を目
処に繍愉を得る』

<f低隊司属社会づ〈り行動計画J2008年7月29日間値決定より鎗縛〉
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「太陽光発電の導入鉱大のためのアクションプランJ
0 太陽光発電にmする累次の政府決定等を儲まえ、広〈関係者の取組みを{iすベ〈、単車笠長盤飽

鎗置を順位化するため‘ 2008年11ftlこrx幡先鋒置の混入位大のためのアクションプラン』疹鑑定。

.太陽光発篭の導入賞を2020年に10俗、 2030年に40僑(f低俊来事士会づくり行動計薗J)

.鹿 E企業・公共施厳司Fへの湾入鉱大(r安心実現のための緊急総合対策J)

0 遁盛‘量生塗..漬‘空港なI!の公的鐘鐙の分軍事については嵐広窓通貨と、，l、.ct掌枝.直後‘大量F・
の佐官鑑径の分盟事については玄盤経学盆と、それぞれ遭割聾してIiり鍾むこ左害打ち出している.

【具体的内容】 【多考。既に場入・計画されている例】
(1)供総サイド及び需要サイドの取組み 週崎高温週略的注圃 鉄道眠・

⑦供給サイドの取組み

-t査術開発

一太陽電池メーカーと住宅メーカーの連機{傾箪的纏工ガイドライノ)など
⑧需要サイドの取組み

ー『次世代エネ レギー・パークJの盛綱・充実
ピ宰施匂野〉

ー住宅用太陽光補助金導を通じた飛蝿的位大など
〈企宅勺軒〉
一中小企業による噂入拡大
ー『メガソーラーJ()C処襖太陽先発電所}の睡般促進など

〈公的定政匂量;~ .. 
一道路.鉄道、港湾.!l糟などでの導入事例を基に具体的な情報
樋供を実施

一範般所有者噂と太陽光発電車損曹の連割ー など
一公的支援の位充
《守安胃1縄問 、

一小中学校、 高校 大学帯における太陽光発電の導入鉱大
ー環境教育樟での活用の促進(rモデル陵J町鶴定)など

(2)制度環濠等の鐙自陣

一概制的手法(f電気事業者による新エネルギー噂利用促進法J(RPS法)
の運用)などの制度環境

(3)太陽光発銀産業の...強化、国田R餓争力強化、留E眠殿"
の支j量

太陽光発電の新たな買取制度について

0日本が餓争力を有し、中期的にコストの引き下げが見込まれる太陽光発電を強力に権進するため、「日本型買取制

度』を新たに創&.具体的には、太陽光発電による電気を、被数年にわたり、当初l主、現在の2情稜度の価格で買い取

るスキームとする.
0法令薗での手当てを含め、早急に制度&t十を行い、全員，加型の新エネ鉱大を推進.
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-____  ;j it~"'I; ___  _ 太陽光発・の導入に闘する政策支11鎗置(補問金と税制)..E・E・-濯む
警護毅盤機灘際問綴務毅綴機綴謬議議機織機議緩級機綴滋襲撃

0 太陽光発電車E備をI!l置する犠合、 lkWあたり7万内を O 太陽光宛竃厳備を鮫置する場合であって、

繍動 ①鮫賃金f.f:が公約機関や非官官1.11民間団体

・1..の繍E匹釣殴備容量3-3.5kWの段憶で21- (地方自治体、学校、病院など)のとき
25万円に相当 ③鮫Il;!;僚が民間穫量医者であっても、地方

・4・助対象のI!l鎗の象件lま.次のとおり 自治体と遭織して陸置するとき車集貨の

①定自民効皐が-lt以上のもの 1/2以内を縛助

②一定の晶.・1霊能が一定綱関確保されているもの
③ kWあたりのシステム価格(施ヱ費含む)が O よIa以外の渇合には、事象貨のli3以内を

70万円/刷以下のもの 繍助

【住宅用太絹先.竃鱒入究極湖鰻補助金(傷規}】 【続エネルギ一等調車λ加速化宣媛封鎖費縛助金1
平成20!車庫.u賀補正予算 90.円 ..21年度予算事 3・4・阿
事国l21年康予算. :201・内

00由ンを歯車んで..住宅 o i与町;:;;を網まず1:::111・m 0 怠陽光11・.・を彼自Eす~編舎に.
壷取得する嫡台、怠繍先鋒 住宅，0)省ヱヰi!k修工事聾 ①現時得税叉lま泳人一殺の鍍から取得書置の

..・の霞.も含めたロ一 行う・合であって、虫民間量発 7%を秘書I!聖歯車{中小企禽*'の織舎のみ)

シの年末残高に対して 11・..を級癒すると昔 日 又f宮
①一般住宅:1.0% これらエ司陸軍E鱒の10% 鼠5 ③紛IIlllの即怜償額I取得舗績の全編}

税 ③AMlI1量主主唱~ !弔 .2% を務得税鋭から嬢険

制 ~礎盗争時 zm…円。ぷ;222?::】

置セ.....ま れる銅貫主賀'!I~韓i二ついて 、 食紛の3年l1li(1)
①-a量自主事:君。ば3万円

側 議 船:60切開 ザ滋2725m傾けてM
【住宅ロ-:..-.輔、叫・制 儲お潟=齢制 されω で， 1OkW仙 の もの

は・発..  嘗・に却す畠穆奇癖皐め特偶・m

「太陽光発電の導入鉱大のだめのアクションプランJ (3月17日政訂〉
妙 m一一一一…?……脚叩晶
O 太.先発電に隠する.~の政府決定等を.*え、広〈聞係者の取組みを促すベ〈、量薗の.体的構置事周司・U:

主量生g)_として、昨年'1周にf太陽先禽竃の噂入鉱大のための7?ションプラン』を餓定・公表.

o iI..‘値重‘港湾‘重量ーなどの公的箪債の分'についてはa主玄温貧と、小・申拳種.車種....文筆・の佐官
..  金盆.については玄麗賞受貧と、それぞれ畠纏しで量り・むこk番打色幽しトもの.

10 仲ーの蜘やプーは一..t.*A.ζ…?制限なものとしかっ … ・
みの.飽し1守うベ〈、今徹、量l.~iif1. ォローアップと今後の取.~ ト・・(rアヲシヨンプラン』の車町).

【改訂のポイント】 【，考既に場入

温・・・温・@・・・盟理構揖慰控唾普聖路輔掛噛 離問
(1)公約分野をはじめとする噂入鉱大の番線{t;.加速化

一学校、病院などをはじめ、コンビニエンスストア、
ガソリンスタンドなど、地犠の「処点』となるさまざま
な「渇jへの導入鉱大など

(2)地調庫の特徴を活かしたブロジェウトの展開
一 電力会社などによる「メガソーラーJ計画の具体

化、次世代エネルギーパークの活用などをはじめ、
地核関連企業との連撲のもとでの特色あるプロ
ジェタトの展開など

(3)政策支媛槍震の漫同署
一 住宅用導入補助金の実施.省エネ改修時の導
入に対する投資型減鋭機置、余剰電力の買取制
度の検討開始など

ゆ これらにつ川「これまでの主な取組み』と「今後
の新た怠取組みJIこ大別して益理.
連犠省庁は、昨年11月の段階での生盆(経境産農

省・文部科学省・園土交通省・環境省}に加えて、嘗
察庁・総務省・厚生労働省..林水産省・内閣官房が
新たに蜘.9省斤での叫し地組みを酬. tmr叫制

踊剛

銭術開宛ロードマップ

.λ・・..シナリオ
「一一一ー寸 l後家畳表線量孫システム F ー竺ー-"
l 宅用<I>..PV~ス予ム

l公共・円・におけ晶a入宜橿 ¥ 
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僑炭素社会づくり行動計画『革新的技術開発のロードマップの着実な実行』
(定置用燃料電池、燃料電池自劃車、水素製造・繍送・貯蔵〉

n 1巨額約銭術開先と既存先進鎌備の省及

低炭素社会を目指し、長期目織を実現するために重要な車新的銭衝鯛発の権進及び既存鎌衡の普及促進
を行う.

1 .続的銭術開先

(1) .続的銭術開発のロードマップの着実な実行

rc∞I Ea巾ーエネルギー革新後術計薗JIこ示された、.点的に取り組むベき21のエネルギー車新銭術
〈燃終電池緩衝{定量tl!l燃斜電越について、箆認ヱ怨~年h置にコスト40万円欣W、蔵ゑf主君友残mまで向
上させ本裕司E及を目指す)など}についても、必要な予算を確保して偶発を進める.
2 既存先過後衡の唱普及

(2) 次世代自動車の場入
表が園の自動車産業の緩衝カ.11争力の強化にもつなげつつ、告書出量のうち約2割を占める遭織御門から
のこ厳化炭型軽削減を行うため、現在、級車販売のうち約50台lこ1台の割合である次世代自動車(慾科電池
自動車等}について、2020年までに新車販売のうち2台lこ1台の割合で導入するという野心的な目標の実現
を目指す.
具体的には、費用の一都支憾などの場入支爆の充実による初期需要の創出や電気自動車、 プラゲインハ
イブリッド自動車、燃料.泡白験車の基盤銭術である次世代電池や燃料.池等の抜術開発による高性能
化や低価格化(2015年までに次世代電池の容貨を現状の1.5倍、コストを7分の1、2030年までに容量を7
倍、コストを40分の1にすることを目指す}を進める.

<f1ll1健畢社会づ〈り行動計画J2008隼71!29日間組決定より櫨鈴〉

後衛トドマツプ 館斜電池自動寧 (FCV)

2000 2010 2020 2030 2040 2050 

(6)21毎度 虫量制聞社壷シス子ム・・・笹事室
経5奇危梅対策 .".金!*での*_.111斜竃河島の鋤a駆的利用・の毛デルタウンの実匝

資 料

妓術開発トドマツプ 定霞蹄繍偶電池

2000 2010 2020 2030 2040 2050 

緩衝開発トドマツプ 水嚢躍遺 ・積過 ・貯麓

2010 2020 2030 2040 2050 

-67-


