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資源エネルギー庁の「再生可能エネルギー主力電源化制度改革小委員会」（以下、「小委員会」といいま

す。）において、次の①、②の内容等が話し合われ、既に中間取りまとめ案が作成され、令和2年1月24日を

期限としたパブリックコメントが募集されています。

① 全量売電を行う低圧太陽光発電を、原則として、ＦＩＴ制度の適用対象から除外

② ＦＩＴ制度に代わるＦＩＰ制度の検討

②は、太陽光設備で発電した電力を卸売電力市場等で取引させる案ですが、そもそも、電力業界は、まだ、

卸売りを前提とした業界ではなく、制度が構築されて実用化されるのは、2022年など、当面、先の話しです。

したがって、①の案が実行されると、最悪の場合、野立ての低圧太陽光発電設備は、今後、一切、設置さ

れなくなります。

小委員会は、既に年度の活動を終えたようですが、上記①の低圧太陽光発電に対して、2020年度にどの

ような地域活用要件設定をするのかについて、小委員会から「調達価格等算定委員会」 （以下、「算定委員

会」といいます。）に、詳細な検討が要請され、算定委員会における話し合いが継続しています。当社団法人

は、この算定委員会に、一定の要件のもと、概ね全量を売電する低圧太陽光発電設備に対して、ＦＩＴ制

度を継続すべき旨の申入書を提出すべく、作業を進めております。

再エネ主力電源化制度改革小委員会、調達価格等算定委員会

各再エネ発電に課されるＦＩＴ制度適用のための要件は、地域活用要件と呼ばれていますが、両委員会の

資料に掲げられている右の表にまと

められています。

まず、右に、自家消費型、地域一

体型とありますが、これらは、ＦＩＴ制

度を適用するための要件です。

下の小水力、小規模地熱、バイオ

マス発電については、概ね「災害時

の電気・熱の活用が市町村の防災

計画等に位置付け」られていれば、

良いようです。高圧太陽光発電は、

将来、この要件が付与されるようですが、現在は、この要件を免除するとのことです。

そして、一番上の低圧太陽光発電が問題ですが、自家消費型要件が付されています。自家消費の率は、

100％ではないものの、現在の算定委員会の案では、50％となっています。つまり、50％以上（又は超）を自

家消費すれば、余剰電力はＦＩＴ制度により、売電できる案となっています。なお、自家消費型要件には、もう

一つ、「災害時に活用可能な設備構造、事業計画」という内容も付されています。

ＦＩＴ制度の適用要件案のポイントは、次の２つです。

＜ポイント１＞

事業用としては、低圧太陽光発電にのみ、自家消費率50％以上の余剰売電要件が付されること

＜ポイント２＞

太陽光発電については、災害時の電気の活用を市町村の防災計画等に位置付ける要件のもと、ＦＩＴ

制度を認める制度となっていないこと

低圧太陽光発電に課される適用要件

出所：第5回小委員会資料「中間取りまとめ（案）補足事項」等
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資源エネルギー庁は、低圧事業用太陽光発電に自家消費型要件を付す理由の一つとして、自家消費型の

太陽光発電設備（特に住宅用）は、近年の停電時に自立運転し、役に立ったが、全量売電を行う太陽光発電

設備は、役に立たなかったということを掲げています。

しかし、全量売電を行う太陽光発電設備には、10万円前後の低コストで自立運転機能を付与することが可

能です。平常時には全量売電を行い、災害停電時には、自立運転をさせたうえで、手動などで配線を自家消

費型に切り替え、災害に対する支援として、近隣の建物や町へ電力を供給できます。この方式を「停電時地

域電力供給型」と呼ぶこととします。ただし、この制度を普及させるためには、国策が必要です。商業ビル、住

居ビルの防火設備の設置等の対策は、国策として、省庁が行わせているのであり、所有者が自ら行っている

のではありません。

近年、北海道胆振（いぶり）東部地震、台風15号などで、札幌市、千葉県全域、その他の地域で、長期間の

大規模停電が起こりました。これらの停電地域にも、全量売電を行う太陽光発電設備が多々設置されていま

した。これらが、災害時に役に立たなかったのは、太陽光設備の性能が原因ではありません。全量売電を行

う太陽光発電設備の災害時の活用を故意に図らない資源エネルギー庁等の省庁が原因です。

2013年8月に、経済産業省は、「全量売電及び屋根貸しによって設置された太陽光発電設備により発電さ

れた電気を災害等の停電時に需要設備で使用する際の確認について」という文書を公表しているし（2016年

4月新文書公表）、小委員会資料では、災害時に自立運転し活用できた事例を紹介し、また、算定委員会資

料では、太陽光発電は、停電時に発電所が完全に停止した状態から再度発電を行うことが容易な電源であ

るとしています。資源エネルギー庁と両委員会は、太陽光発電設備が災害時停電に有用と認識しています。

この点、近年の停電被害は、人災であったと言え、大変に残念なことでした。そして、今後の活用も図

らない計画としているのです。その理由は、なぜでしょうか。その理由は、次で述べます。

太陽光発電の災害停電時の活用

このように、太陽光発電に、市町村の防災計画等に位置付ける要件のもと、ＦＩＴ制度を認める制度となって

いないのは、なぜでしょうか。その理由は、「災害時の活用のみを要件とする場合、再エネ設備の誘致を目指

す自治体が災害時の連携協定を乱発し、事実上、これまでと全く変わらないようなＦＩＴ全量売電案件が次々

立地をするのではないかということも懸念されるところです。平時の地域消費を要件とすることを再考いただ

きたいと考えますし、それがもし行政実務上難しいということであれば、地域消費型の適用対象となる電源区

分の線引きによって、従来型ＦＩＴ案件のむやみな増加を抑制できる形にしていただきたいと考えます。その

際には、間違っても、既に認定が積み上がっている事業用太陽光や風力などについて、地域消費型を認め

ることがあってはならないと考えております。」という小委員会オブザーバー（経団連池田氏）による、災害に

よる地域被害の対策より、原子力、火力発電の依存度維持を優先すべきという趣旨の意見に集約されてい

ます。近年の長期大規模停電による地域住民の健康、経済被害、心労や地域経済の損失を考えれば、とん

でもない失言ではないでしょうか。

第1回の小委員会では、右の資料が資源エネルギー

庁から小委員会に提示されています。これは、安倍首

相が任命した大臣たちに閣議決定させている2030年エ

ネルギーミックスであり、2030年の各電源（発電方式）

の比率の計画です。この計画における「太陽光の2030

年電源比率目標7％」の大部分が既に達成されている

ため、もう太陽光設備を設置させないという、考え方が

働いています。

これ以上の太陽光発電の設置があると、安倍政権の

支持層である原子力、火力発電の依存度を維持したい

方々の意向に背くからです。故に行わわれる反太陽光

発電政策、これが、災害停電時の活用が図られない理由です。

太陽光発電の災害停電時活用が図られない理由

出所：第１回小委員会資料「再生可能エネルギーの主力電源化に向けた制度改革

の必要性と課題」Ｐ．5
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このように、2030年エネルギーミックスの「太陽光の2030年電源比率目標7％」の確実な達成、すなわち、

原子力、火力発電の確実な依存度維持のために、資源エネルギー庁は、現在の地域活用要件案を両委員

会に提示しています。閣議決定の内容を省庁が厳守すべきなのは当然です。ただ、偽りの資料提供や国家

国民に不利益を生じさせる見解が示されてはならないのであり、両委員会の各委員には、その真偽を確認し

ながら、第三者委員会として、閣議決定に必ずしも縛られない議論をし、真のエネルギー政策、レジリエンス

対策を論じて頂きたいところです。しかしながら、現在の両委員会案は、今後の災害で、長期大規模停電が

生じた際に、地域住民の生活、健康、生命が脅かされ、地域経済に大きな損害が生ずる案となっています。

両委員会案は、レジリエンス強化、すなわち、災害停電時の電力供給対策のため、自家消費型の太陽光、

小規模地熱、小水力、バイオマス発電のみを活用する案になっています。そして、全量売電を行う低圧、高

圧の太陽光発電は、「災害時の電気の活用を市町村の防災計画等に位置付けを要件として、災害停電時の

活用を図る」案となっていません。

停電は、火力発電設備、原子力発電設備、大規模水力発電設備、大規模メガソーラーから電力が供給さ

れないことにより生じます。両委員会案によれば、昨年の台風15号における千葉県の停電のように災害停電

時に、平常時の1％程度の電力しか、地域に供給されないため、地域に損害が生ずる案となっています。資

源エネルギー庁は、今まで、太陽光発電の停電時活用を怠ってきて、今後も怠る計画を両委員会に提示し、

両委員会は異論を唱えていないのです。あってはならないことであり、今後、長期大規模停電が生じ、地域

に損失が生じた場合には、彼らは、民事、刑事の責任が問われる可能性があります。

結局のところ、資源エネルギー庁は、反太陽光政策のため、原子力、火力発電に比してさほどでもない、デ

メリットを強調し、太陽光の普及を妨げる努力を積み重ねてきました。故に、太陽光発電が、災害停電時に役

に立ってはならないと彼らは考えており、こういった案を提示してきています。我々とその家族の生活を

脅かす資源エネルギー庁と両委員会に対して、我々日本国民は、断固、抗議をすべきです。

両委員会案による災害停電対策

今回のＦＩＴ制度の自家消費型要件だけでなく、近年、自家消費型を推奨する補助金制度、税制優遇制度

が多いです。この点、当社団法人は、太陽光発電の普及を妨げる反太陽光発電政策と認識しています。

自家消費型は、食料を自身で調達するような考え方の発電であり、貨幣経済を前提とした論理ではなく、

建物１棟を自己所有している者か、生活や事業の拠点の近隣に遊休地を有している者本人のみに投資の機

会がある発電方式です。低圧太陽光発電に適した土地があった場合、その周辺に、この土地で自家消費型

発電を行うことができる家庭や企業は、ほぼいないので、今後、低圧太陽光は、設置されなくなります。

ＦＩＴ制度のもと、投資家の投資により、太陽光発電の発電コストは、他電源のコスト（原子力10.1円、石炭

12.3円、天然ガス13.7円/ｋＷｈ、石油30.6～43.4円/ｋＷｈ（平成26年公表値））を概ね下回ります。今後、賦

課金は発生せず、国民の電気料金を引き下げる見込みであるにもかかわらず、現在、投資家の投資対象か

ら低圧太陽光が除外され、大規模高圧と自家消費型のみに限定される案が確定しそうな状況です。確定す

れば、安倍内閣の予定通り、太陽光発電設備の設置は減少し、再生可能エネルギーの主力電源化が遠のき、

原子力、火力発電の依存度維持、増大が図られる結果となります。

算定委員会の平成31年度以降の調達価格等に関する意見では、太陽光の発電コストが、2025年に6.2円、

2030年に5.1円、2040年に3.7円/ｋＷｈと引き下がり、国民の電気料金が引き下がる見込みが示されていま

すが、引き下がらない見込みに変更されることとなります。

当社団法人は、低圧太陽光発電に「災害時の電気の活用が市町村の防災計画等に位置付け」という要件

のもと、自家消費型要件なしに、ＦＩＴ制度の適用を認めることを、申し入れの主旨の一つとしています。自家

消費型について、系統負荷の軽減のメリットが委員会で強調されるのですが、他電源でも系統負荷はあるの

ですから、結局この点はエネルギーミックス（電源比率）の問題です。最安値の発電コストで安心安全に電力

供給できる太陽光発電は、今後も全量売電により普及させるべきです。大きな系統付加や出力抑制を

要する原子力発電の再稼働にこそ、自家消費率50％以上を要求すべきでないでしょうか。

自家消費型発電と、全量売電について
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資源エネルギー庁が案を作成し、小委員会に僅かな意見を受け定まった中間取りまとめ案では、次の記載

があります。

＜小委員会 中間取りまとめ案 P．10＞

低圧（10～50kW）設備については、地域でのトラブル、大規模設備を意図的に小さく分割することによる安

全規制の適用逃れ、系統運用における優遇の悪用などが発生し、地域での信頼が揺らぎつつある。地域に

おいて信頼を獲得し、長期安定的に事業運営を進めるためには、全量売電を前提とした野立て型設備では

なく、自家消費を前提とした屋根置き設備等の支援に重点化し、地域に密着した形での事業実施を速やか

に求めることが重要である。

太陽光発電の悪言を並べ、「全量売電を前提とした野立て型設備」を無きものにしようとしていますが、この

手法が、近年の資源エネルギー庁の手口です。他電源との比較をしないのです。

国土全域へのエネルギーの供給は、各電源による多大な犠牲、デメリットのもとで行われています。原子

力、火力という他電源との比較を抜きに、太陽光発電の欠点のみを指摘するのは、概ね無意味です。例えば、

地域でのトラブルというのは、どのような死亡事故や損害が生じ、設置に対する訴訟がどれくらいあるので

しょうか。原子力発電の事故実績、訴訟の規模、数と比べると10万分の1程度のトラブルではないでしょうか。

大規模設備を意図的に小さく分割すると書かれますが、低圧という業法の規制単位で取引が多いのは、軽

自動車が多く販売されていることと同様、正常な思考です。高圧と異なり、2,000万円程度の取得費となり、

投資家に都合が良い規模でもあります。また、業法の安全規制も守り、何より、住宅建材に比して、危険な部

材は使っていないので、大きな事故は起こりようもなく、大きな事故実績もありません。10基並んでいても、

低圧発電所は、それぞれ基準を満たしています。大規模設備を低圧分割し、１人が数基すべてを保有する

例もあるようですが、本来、別の投資家が保有しますし、低圧に適した狭い土地もあります。全量売電を前提

とした野立て型設備のＦＩＴ除外の理由にはなりません。基本的に、同一人が数基の低圧を保有しても、数人

で保有する場合に比して危険は増加せず、逆にメンテナンス効率で発電コストの引き下げになります。

低圧分割規制は、原子力発電事故、使用済燃料や温暖化による風水害の増加により国民生活が脅かされ

ようとも、実際に被害があろうとも、まだまだ原子力、火力発電で稼ぎたい方々を支援する安倍政権下の資

源エネルギー庁の反太陽光政策と認識すべきです。この規制の方が余程に悪質です。原子力、火力発電

に比して、太陽光発電は、大変安全で、近い将来、国民の電気料金を年々引き下げる旨のアナウンス

をし、再エネの地域における信頼を確保するのが、資源エネルギー庁の役割ではないでしょうか。

太陽光発電の風評被害について

平成31年度調達価格等意見には、右図のように太陽光発電の発電コス

トが、2025年に6.2円/kWh程度以下、2030年に5.1円/kWh程度まで引き

下がる見込みが示されています。太陽光発電は、電気料金を引き上げる

ようなことを資源エネルギー庁や原子力、火力発電の依存度維持を図る

経済団体等に言われていますが、太陽光発電のコストは、平成31年度の

固定買取価格＠14円/kWh、最低入札価格は、＠10.5円/kWhであり、他

電源のコスト（原子力10.1円、石炭12.3円、天然ガス13.7円/ｋＷｈ、石油

30.6～43.4円/ｋＷｈ（平成26年公表値））を概ね下回っています。

廃材は、住宅の廃材と比して問題はなく、大きな事故も起こりえません。

夜間と悪天候には、蓄電池との組み合わせで、ある程度の対応が可能で

す。災害時に自立復旧機能で発電し、近隣の建物や町に電力を供給すれ

ば、大きな停電対策にもなります。安価、安心、安全な、トリプルＡの発電

方式であり、これ以上、普及が進み、発電コストが値下がると、原子力発電は不要、火力発電は、再生可能

エネルギーの補助電源、非常電源にすべきことが明らかとなります。そのため、原子力、火力発電でまだ

まだ稼ぎたい企業群の意向を汲んだ安倍政権下の資源エネルギー庁による反政策が行われています。

太陽光発電について

出所：「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（水）調達価格等算定委員会）【参考６】
民間調査機関による太陽光発電のコスト見通しより抜粋
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原子力発電は、高価、危険、脅威である、トリプルＫの発電方式です。平成23年3月に福島で痛ましい発電

所事故が起こりました。東京電力ホールディングスは、事故の責任を全うし、賠償、復興推進、廃炉を着実に

進めてまいります、としていますが、政府は、わかりづらいように、「原子力損害賠償・廃炉等支援機構」を経

由させ、国民の税金から、福島の発電所事故の賠償費用のほぼ全額10兆円を払っています。東電は、賠償

費用を負担しておらず、国民にその負担をさせ、賠償責任を全うしておりません。先日、消費税率の引上げ

がありましたが、その引上げ約2年分は、すべて、賠償費用に充てられる計算であり、原発賠償増税という性

質の増税でありました。福祉にも充てるということでしたが、高齢者の医療費負担は、逆に大きくするそうです。

資源エネルギー庁特設サイト「原発のコストを考える」（2017-10-31）では、「事故リスク対応費用は、福島

第一原発での事故対応費用を参考に、120万kWの原発1基が事故を起こした場合を想定して、約9．1兆円

と想定しました。設備利用率70％の場合、合算すると、原発にかかる発電コストは1kWhあたり10.1円となり

ます。」とあります。しかし、賠償費用までを含めて、安価な発電が可能であるなら利益が生ずるはずであり、

10兆円の国庫からの賠償費用は不要です。辻褄が合わない、嘘偽りが記載されています。

原子力発電は、将来の事故賠償費の積立てや保険の加入、テロ戦争への安全対策費、廃炉費用、18,000

ｔ超の核廃棄物保管処理費用、未再稼働維持管理費等、数十兆円を要し、これらによる国民負担の増大は、

大問題です。また、核廃棄物の処理は、地中に10万年間埋める必要があるそうで、国民は、10万年払いの

大きな負債を抱えております。10万年間の管理費用（地代、固定資産税、管理保安費、人件費等）は、数十

兆円の単位では済まず、数百兆円の単位とはならないのでしょうか。現在の保管費用の10万年分は、何円

でしょうか。原子力調査委員会に、今回の「太陽光発電設備の廃棄等費用の積立てを担保する制度」と同様

の計算方式で、今後の10年間で、機構への外部積立てをさせるべきことを依頼します。原子力発電の日本

撤退時に、これらの費用が国家、国民の負担になること、危険な放射線物質がずさんに投棄されることは、

絶対に避けなければなりません。再エネの廃棄費用は事業者負担、原子力の廃棄費用は国庫負担というの

は、ありえないので、必要ならFIT法令同様、原子力法令の改定をすべきです。

火力発電は、①高騰する有限の化石燃料を大量に必要とし、②気候変動を伴い、③国際社会との調和を

乱す、トリプルＫの発電方式です。最近、資源エネルギー庁のホームページでは、石炭発電を賛美し、二酸

化炭素の排出を抑える工夫などで、推進を図ろうとしています。世のＳＮＳでも、誰が書き込むのか、石炭発

電を賛美しています。また、地球温暖化は嘘偽りとして、国連総長やグレタさんを咎める記事や書き込みも

あります。地球温暖化は嘘偽りというのであれば、国際社会で説き伏せ、通説にしてからにすべきです。

近年の日本における風水害の増加も、火力発電による地球温暖化が原因という話があります。事実である

かは分かりませんが、国際社会で提出されている気候変動の報告書にも矛盾せず、事実である可能性も低

くないでしょう。一度上昇した気温は、そう簡単には下がらないらしく、万が一事実であると、風水害等は、今

後、増加するが、減少はしないようなこととなります。

たとえ、地球温暖化の影響がさほどでもない意見が正しかったとしても、人類が10万年生存できるかは不

明ですが、数万年などの長期にわたり、人類がエネルギーと共に生存するため、はるか将来までの補助電

源用、非常電源用の資源として、化石資源を日本と国際社会の子々孫々に残す必要があります。

無限エネルギーである太陽光を利用した発電を5円、3円/ｋＷｈで早期に行えるようになる見込みであるな

か、 10円/ｋＷｈ超の発電コストで、再生不能で有限である天然資源を対価としての発電を継続するメリット

は、何もありません。したがって、火力発電については、早期に再生可能エネルギーの欠点を支える補助電

源化、非常電源化を図り、その依存度を低減させる必要があります。

このように、発電コストにおける利点がなくなると、原子力発電、火力発電を行う理由が皆無となってきます。

そのために、原子力発電と火力発電でまだまだ稼ぎたい企業群の意向を踏まえ、その支援が欲しい政権が、

自家消費型要件の付与など、太陽光発電の発電コスト低減を妨げる反太陽光政策を行っているのです。た

だし、現在、もはや論理は破綻していて、委員会資料などでも、矛盾した内容や、嘘偽りで溢れてい

ます。こちらの論法としては、各発電方式を個別に論じさせるのではなく、比較論に持ち込むべきこと

と考えられ、有効な論法と考えれらます。次ページに比較表を掲げます。

原子力発電、火力発電について
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＜発電方式の比較表＞＜発電方式の比較表＞＜発電方式の比較表＞＜発電方式の比較表＞

再エネ発電

石炭 天然ガス 石油 太陽光

発電コスト

10.1円/ｋＷｈ10.1円/ｋＷｈ10.1円/ｋＷｈ10.1円/ｋＷｈ（平成26

年　政府公表値）

実際には、100円/ｋＷｈ

を超えているという説が

ある。実額の公表が求め

られる。太陽光同様、コ

ストの外部積立てが必

要である。

12.3円/ｋＷｈ12.3円/ｋＷｈ12.3円/ｋＷｈ12.3円/ｋＷｈ（平成26

年　政府公表値）

将来の枯渇に向けて、高

騰が見込まれる。

13.7円/ｋＷｈ13.7円/ｋＷｈ13.7円/ｋＷｈ13.7円/ｋＷｈ（平成26

年　政府公表値）

将来の枯渇に向けて、高

騰が見込まれる。

30.6〜43.4円/ｋＷｈ30.6〜43.4円/ｋＷｈ30.6〜43.4円/ｋＷｈ30.6〜43.4円/ｋＷｈ

（平成26年　政府公表

値）

将来の枯渇に向けて、高

騰が見込まれる。

H31年度固定買取価格

14円/ｋWh

H31年度最低落札価格

10.5円/ｋWh10.5円/ｋWh10.5円/ｋWh10.5円/ｋWh

将来、5円、3円/ｋＷｈと

値下がる見通し。

特徴

日本でも大きな事件、事

故が多い、原子力を利用

した発電。核廃棄物が算

出され、10万年払いの国

民の大きな負債が生じて

いる。

太陽光を利用して行う無

限エネルギー。

蓄電池との組み合わせ

で、夜間も電力を供給で

き、災害時に自立復旧機

能も付与できる。

廃材の処理

実質処理不能。10万年

間地中に埋めると処理で

きる旨の説明があるが、

人類の歴史が8千年であ

るなか、無意味な理論。

再処理を行うと8千年に

期間短縮というが、過去

実績から不可能と考える

べき。

住宅廃材に比して、処理

に難はない。リサイクル、

リユースも、研究されて

いる。

自然への影響

事故の際に、立ち入れな

い部分を生じさせ、人類

を含めた生態系を破壊す

る。

特にない。悪い噂を流さ

れるが、コストの関係か

ら、山林を伐採すること

は、ほぼない。

レジリエンス対

策（停電の早期

復旧対策）

低圧、高圧の太陽光発

電に、災害時に自立復

旧し、近隣の建物、町、

あるいは、遠方の町に電

力を供給する仕組みを早

期に制度化し、再エネ発

電の2025年停電時電源

比率を30％程度に高め

るべきである。

エネルギー基本

計画

可能な限り原発依存度を

低減

主力電源化を目指す

2030年エネル

ギーミックスにお

ける2030年電

源比率

（安倍内閣によ

る閣議決定）

22％～20％

震災前25％であった比

率を考えれば、可能な限

り原発依存度を増大しよ

うとしている。

22～24％

ほとんど、設置させない

計画であり、主力電源化

と国民の電気料金負担

の軽減が妨げられてい

る。

発電をする企業

形態

企業（法人、個人）、家庭

による。

将来の方向性

発電コストが、＠5円、3

円/ｋWhとい低減する見

込みである太陽光発電

が存在するなか、10万年

間払いの負債を子々

孫々に残しながら、ハイ

リスク、ローリターンの発

電を継続することは、あり

えない。

原子力、火力発電業界と

その意向を汲んだ政府

による反政策がなけれ

ば、発電コストが、＠5

円、3円/ｋWhとい低減

し、国民の電気料金負担

を著しく軽減する見込み

であり、早期の普及、主

力電源化が求められる。

火力発電

原子力発電

温暖化を伴うため、日本の四季を壊し、生態系を破壊する。世界の平均気温

は産業革命前よりもすでに1度上昇、あと１度上がると、地球全体の気候を大

きく変える「気候変動」を引き起こり、取り返しのつかない被害をもたらす危険

性が指摘されている。2100年の平均気温は、最悪のシナリオの場合には最

大4.8℃上昇すると発表されている。

石炭発電では、石炭灰が産出されるが、セメント、コンクリートの用等に、有

効利用が可能のようである。なお、排出される二酸化炭素等の温暖化ガス

も、廃材と考えるべきである。

将来的に枯渇が見込まれる、再生不能の有限の天然資源を代価にして行う

発電であり、地球温暖化を伴う二酸化炭素等を排出して行われる。世界各国

で、異常気象が確認されている。近年、日本で大きな風水害が多発している

のも、無縁ではない可能性があり、早急な依存度軽減が求められる。

国内の温室効果ガス排出量の大幅削減を行うことが急務

発電会社の分離（法的分離、所有権分離）を済ませ、発電会社として、電力を卸売電力取引所に売電す

る方向性であるべき。競争電源としての在り方として、原子力発電への国庫からの負担は、行うべきで

はない。

災害、停電時には、いったん、電力供給が止まる前提とする。ただし、早期に復旧できる体制を敷く努力

を怠るべきではない。

発電コストが、＠5円、3円/ｋWhとい低減する見込みである太陽光発電が存

在するなか、貴重な天然資源を失い、温暖化を伴いながら、＠10～12円/ｋ

Whの発電コストをかけて、発電を継続することは、ありえない。近年、二酸化

炭素を排出しない技術などを利権を重視する業界は、主張するが、そもそも、

遥か将来までのエネルギー源として、天然資源は残すべきであり、論点がず

れている。

火力発電は、早期に、再生可能エネルギーの補助電源、非常電源とすること

が求められる。

現在、原子力、火力が非常に優秀な発電方式で、太陽光発電が悪しきものとする内容を資源エネルギー庁資料等で多く見受ける。よくよく疑って、

情報を整理され、どのような発電電力を望まれるか、3E＋S（Energy Security：安定供給、Economic Efficiency：経済効率、Environment：環境適合

+ Safety：安全）の観点から検討していただきたい。こちらに記載した内容の真偽も疑って構わない。

56％（内訳：天然ガス27％、石油3％、石炭26％）

他国に比して、大幅削減となっていない。「ＳＤＧs の達成や、地球温暖化問

題の本質的な解決のためには、国内の排出削減はもとより、世界全体の温

室効果ガス排出量の大幅削減を行うことが急務である。」とのエネルギー基

本計画の記載は、逆に、他国に削減を促される最悪の事態（国内の排出削

減はさておき、）となっている。
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当社団法人は、調達価格等算定委員会に対して、以下の４点の申入れを予定しております。

① 全量売電を行う既存及び新規の低圧、高圧の太陽光発電設備に災害停電時の自立運転機能を付与し、

近隣の建物、町等へ電力供給する制度を早期に構築すべきことを資源エネルギー庁へ助言すること

② 「災害時に当該再エネ発電設備で生み出された電気を活用すること」が地方自治体の防災計画等に位

置付けられていることを要件として、自家消費型要件を抜きに、この制度の適用を約した全量売電を行う

新規の低圧の太陽光発電設備に対して、ＦＩＴ制度の継続を認めること

③ 自家消費型の範囲を修正し、発電した電力を近隣の企業、家庭等に有償で消費させ、すなわち、地域

へ売電をし、余剰部分をＦＩＴ制度により売電する型（以下、「地域売電型」という。）とし、地域売電型及び

災害時活用を約した低圧の太陽光発電設備にも、ＦＩＴ制度の継続を認めること

④ 発電事業者が太陽光発電所設備に直接蓄電池を設置する方法により、蓄電池を普及させる政策を早

急に行うべきことを資源エネルギー庁へ助言すること

当社団法人から算定委員会への申入れ

①と②の申入れの実現により、現在設置されている全ての低圧、高圧の太陽光発電設備を災害停電時に

活用でき、平常時の6～7％の電力を地域へ供給することが可能となります。その後、比率を高めましょう。

資源エネルギー庁は、中間取りまとめ案に、「また、平時には既存の系統配電線を活用し、災害等の緊急

時にはオフグリッド化により下位系統のみで地域内に電力供給する事業（地域マイクログリッド）は、非常時

のレジリエンス確保に有用と認められる。現在その具体的な方法を確立中であること等から、現時点では要

件化することは難しいが、具体的な契約関係等が明確になった時点で、要件に含めることを検討すべきで

ある。」とし、低圧・高圧の太陽光発電の活用を直ちに図らない案を策定しています。

近年の日本では、全国各地で大きな風水害が発生し、相変わらず地震も多いです。2020年にも、長期大

規模停電が生ずる可能性があり、早急な対応が必要です。当社団法人は、今まで、太陽光設備を利用した

停電対策を故意に怠り、そして、今後も、故意にこの対策を怠ろうとする資源エネルギーを強く非難します。

地域マイクログリッドは、以下のような疑似地域マイクログリッドを通じた段階的な達成が考えられます。

① 災害時に地域住民が設備に設置したコンセントを自由に利用できる段階

② 近隣の住宅、可能であれば、町会所、学校等の避難所まで、電力を供給し、自由に利用させる段階

③ 近隣の町へ電力を供給できる段階（地域マイクログリッド）

このような対策の段階が考えられるなか、通常太陽光発電所の近隣にも、住宅は存在しますから、②の段

階までは、比較的容易に実行でき、１年程度で対応が完了する可能性があります。その後、オフグリッド化

により下位系統のみで地域内に電力供給する仕組みへと発展させていけば良いのです。

今後、地方自治体の防災計画等に、再生可能エネルギーを利用した災害時停電対策が大きく掲げられる

かもしれません。その際に、「近隣に、小水力、小規模地熱、バイオマスの発電所は、ほとんどないが、太陽

光発電所が、多々あります。なぜ、太陽光発電所は、災害停電時の活用が図られないのですか。」と問われ

ることは、容易に想像できます。消防庁を中心とした省庁と民間による防火、防災対策は、人命にも関わり、

真剣に行われています。今回の停電対策案は、防火、防災対策に真剣に携わる方への誠意を欠く案です。

両委員会で、レジリエンス強化、すなわち、災害時停電対策に言及しながら、反太陽光政策のために、故

意に地域を脅かす案を策定していることに、当社団法人は断固、抗議します。申入書にも書きました

が、①と②の申入れを受け入れず、今後の災害で、停電による住民の被害や経済損失が生じた場

合には、資源エネルギー庁と各委員は、民事、刑事の重い責任を負うものと理解すべきです。

②の申入れ（停電時地域電力供給型）について
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ホームページアドレス ： https://www.saiene.or.jp/

③の申入れでは、早期の太陽光発電を主軸とした再生可能エネルギーの主力電源化のため、自家消費

に類似する地域売電型という類型を提示しました。以下に、解説図を掲げます。

まず、近隣の企業や家庭と契約をし、

ＦＩＴ制度によらない売電をします。発電電

力の50％を目指すべきかは不明です。

そして、このような自家消費に類似する

地域売電をもって、ＦＩＴ制度の適用を認

めて頂き、余剰電力は、ＦＩＴ制度により売

電します。

この方法によっては、投資家が、建物１

棟を自己所有する者、生活や事業の拠点

の近隣に遊休地を有する者に限られなく

なり、かつ、自家消費に類似する系統負荷

の軽減効果も発現します。さらに、災害停

電時に自立運転も容易です。自家消費型

の技術、新電力のメーター等の技術や契約形態を流用し、法制を整備すれば、実用は早期に可能であるは

ずです。しかし、太陽光発電は、概ね日本全土に日照があり、全国各地で設置可能という利点があるものの、

夜間や悪天候時に発電できない欠点があり、災害停電時の夜間ブラックアウトを避けられないため、④の

申入れによる蓄電池普及が必要です。エネルギーの安定供給（Energy Security）と災害停電時の電力供給

対策のため、この蓄電池普及政策は、早急に行うべきです。怠れば、やはり、地域住民の身体、生命

が脅かされ、地域経済の多大な損失が生じます。

③の申入れ（地域売電型）について

当社団法人では、このような申入書提出の準備を進めております。申入書の最後では、彼らに災害停電

時の法的責任が追及される可能性について言及するとともに、買取制度の空白が生じることにより、太陽光

発電業界（特に低圧野立て関連）に大きな損害が生じた場合には、その逸失利益に関しても、同じく、法的

責任が問われる可能性がある旨を記載しました。

太陽光発電業界は、諦めが早く、良く言えば前向きです。私は、もう少しやれるだけやってから、諦めます。

申入れが効果を有する可能性はゼロではないのですが、①早急に算定委員会が終了する、②申入書が、

委員に手元に渡らない、という可能性が多々あり、失敗に終わるかもしれません。その場合でも、災害停電

時に被害が生ずれば、委員に責任を問えることには、変わらないでしょう。責任が問われる可能性があるだ

けでも、少し気が晴れます。衆議院選挙にも、影響を与えられるかもしれません。

当委員会では、「この申入書案の内容（主旨、11行程度）に概ねの賛同いただき、申入書の共同提出者と

なり、かつ、メールマガジンを受け取れるメール会員（無料）になっていただける方」を募集しております。

申し入れの理由に、１字１句賛同することは求めません。また、算定委員会に提出する際にも、名前等は

公表せず、個人会員何名、法人会員何名などと書くのみの予定です。当社団法人のホームページから申し

込めますので、お気軽に申し込まれてください。

調達価格等算定員会への申入れ案と共同提出者のお願い


