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＜吉田の略歴＞
1973年 ：三菱重工（長崎研究所）入社
～1995年 ：石炭焚き火力発電関連設備の開発研究従事
～1999年 ：応用物理研究室長、太陽電池プロジェクト立上げ
～2004年 ：広島研究所に転任、燃料電池プロジェクト立上げ（センター長）
2004年 ：三菱重工退職、長崎研究所顧問/広島研究所顧問
2006年～ ：（財）長崎県産業振興財団に転職

島原半島新島原半島新島原半島新島原半島新エネルギーパークエネルギーパークエネルギーパークエネルギーパーク構想構想構想構想

ーーーー勉強会勉強会勉強会勉強会ごごごご参考資料参考資料参考資料参考資料ーーーー



第一章
国/自治体/企業の普及施策



世界のエネルギー需要の長期予測

■将来的には太陽電池が主力発電となることは世界的統一見解



国のクリーンエネルギー導入計画

２００８．９．２５経産省資料より



太陽電池設置県別ベスト５

８．１１４９，５６６，３０５４０１，７９４全国合計

１６．１９３２１，２６１５，２０１山梨５

１６．４０５５３，６２０９，０８０長崎４

２０，０５６６７，５３３１３，３８２熊本３

２１．５０４５１，２０８９，７００宮崎２

２３．２２２８７，４３１６，６７４佐賀１

千世帯当り
の設置件数

世帯数設置件数都道府
県名

Ｎｏ

ベスト５中、九州が４県、長崎は４位（Ｈ１９年度末累計）



長崎県の日射量

出展出展出展出展：ＮＥＤＯ：ＮＥＤＯ：ＮＥＤＯ：ＮＥＤＯ統計資料統計資料統計資料統計資料



ＣＯ２削減目標と必要費用

ー６０設備利用率を６０→８０％に高める１１．原子力の推進

４６４６４６４６２０３２０３２０３２０３
（（（（２００５２００５２００５２００５年度年度年度年度
比比比比ーーーー１５１５１５１５％）％）％）％）

特に中国の石炭焚き発電所CO2（３１億トン）を
１０％削減すれば日本の削減量３億トンとなる
⇒技術による世界的CO２削減に貢献すべき！

合計合計合計合計

ー３高熱効率の工業炉、ボイラーの導入１０．高性能工業炉
ボイラー等

１４高効率蒸留塔、ナフサ分解技術の革新等９．化工革新技術

１５高効率コークス炉、廃プラ利用等８．製鉄革新技術

５９ヒートポンプ、燃料電池等の高効率給湯器を全
世帯の８割以上（２８００万台）導入

７．高効率給湯器

８１５２０２０年で現状の２０倍（２８００万ｋｗ）６．太陽光発電

４１５省エネ高効率ＩＴ機器をほぼ１００％普及５．ＩＴ機器の省エネ

ー１６道路情報（ＩＴＳ）などの活用で渋滞を減少４．交通流対策

７１７市販製品が全て省エネトップ基準を満す３．省エネ家電

１２２１２０２０年で保有車の２０％が次世代車２．次世代自動車

８３８新築住宅/ビルの８～９割が断熱性向上１．建築物の省エネ

必要費用
（兆円）

CO2削減量
（百万トン）

主な内容施策
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ボイラー等

１４高効率蒸留塔、ナフサ分解技術の革新等９．化工革新技術

１５高効率コークス炉、廃プラ利用等８．製鉄革新技術
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２００９年8月経産省分科会資料より



全体構想（検討中）

業務用ＰＶ普及促進組合

(財団/自治体/企業)：検討中

太陽光発電協議会

(産労部新産課)

家庭用ＰＶ普及促進組合

(財団/新産課)：活動中

ＭＷ級ＰＶ設置検討会

(財団/自治体/企業)：活動中

ＰＶ応用製品開発検討会

(産学官連携)：一部実施中



Ｈ２２年度国の太陽光発電導入支援策

＜＜＜＜経産省経産省経産省経産省＞＞＞＞

■住宅用太陽光発電導入補助金：４１２．４億円（前年度２００．５億円）

■新エネ導入加速補助金：３８８．５億円（前年度３６４．４億円）

民間事業者、地方自治体等の設備導入支援

＜＜＜＜環境省環境省環境省環境省＞＞＞＞

■地球温暖化対策技術開発等事業：３８．５億円（前年度３８．１億円）

＜＜＜＜農水省農水省農水省農水省＞＞＞＞

■生産環境総合対策事業：４０．５億円（３６．２億円）

Ｈ２２年度中にＣＯ２３５．５万トン削減、有機農業推進

＜＜＜＜国交省国交省国交省国交省＞＞＞＞

■低公害車普及促進等対策：１６．２億円

■次世代低公害車開発・実用化促進事業：３．８億円

■海上交通の低炭素化：１０億円



長崎県の導入支援策

■住宅用太陽電池助成金
（１）国＋自治体の助成金

⇒１ｋｗ当り ７万（国）＋５万円（自治体：長崎県２万円/市３万円）

⇒住宅用３ｋｗ設備では３６万円の助成金となる
（２）２倍（４８円/ｋｗｈ）買取制度（２００９年末より実施か？）⇒GREAT！！
■業務用太陽電池助成金
（１）国＋自治体の助成金

⇒１/３（国：最大１０億円）＋１/６（長崎県：最大９百万円）

＝１/２助成（最大１０．０９億円）
＜他県の事例＞
（１）東京都のグリーン電力証書（詳細は資料２ご参照）

⇒３０万円/３ｋｗ機で都が買取、家庭へ支給
（２）佐賀モデル：１ｋｗ当り５００ｋｗｈを４０円/ｋｗｈで県が買取

⇒３ｋｗ機では６万円（但し初年度のみ）
（３）松山モデル：購入補助金として８万円/ｋｗ支給

⇒３ｋｗ機では２４万円（原資はグリーン証書の売買）
（４）熊本県：県内企業の太陽光パネルを使用すれば＋１/３⇒国と合わせて２/３



助成金申請の流れ
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③Ｊ－ＰＥＣからの交付決定通知書写しの送付（Ｊ－ＰＥＣに申請した場合。直接県へ郵送） 

⑦交付額確定通知書 
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①申請書の提出（郵送） 
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②申請書の送付 

・受付機関で形式審査実施 

受
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関 

⑤実績報告書の提出（郵送） 

・原則としてＪ－ＰＥＣへ
の提出と同時に提出 

⑥報告書の送付 

・受付機関で形式審査実施 

⑧請求書の提出 

⑨補助金の支払い 



第二章
太陽電池の経済性



問い合わせ先

環境保全課
0957-22-1500

諫早市住宅用太陽光発電
システム導入費補助金

諫早市

環境保全課
0956-26-1787

住宅用太陽光発電設備の
設置に対する補助制度

佐世保市

環境保全課
095-829-1156

住宅用及び事業所用太陽
光発電設備設置費用の
一部補助

長崎市

新産業創造課
095-895-2634

長崎県太陽光発電設備促
進事業補助金

長崎県

未来環境推進課
095-895-2512

一般住宅用の太陽光発電
設備設置に対する補助

崎県

長崎県

長崎県

長崎県

諫早市

長崎市

佐世保市



家庭用太陽電池の経済性
（１）３.５ｋｗシステム購入（２１０万円として）の償却年数
⇒国と自治体助成金＋２倍買取制度で１０年で償却可能、
年間１６万円のメリット
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償却年数：助成金
有り＆２倍買取制度有り
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償却年数：助成金
無し＆２倍買取制度無し

（最適傾斜取付け時）



県内の市場規模推定

（１）対象軒数：
約６０万軒（県内住宅総数）×０．６８（一戸建て比率）
×１軒/１０軒÷１０年間≒４，１００軒/年

（２）総事業規模：４１００軒/年×２００万円/軒＝８２億円/年

（３）地場企業対象事業規模：
８２億円/年×（０．１５（工事費割合）＋０．１（地元調達
品割合：仮定）≒２１億円/年（パネルと主要電気部品除く）

（４）雇用創出規模：
事業費の約２/３が人件費、年収３００万円/年・人とすると
２１億円/年×２/３）/３００万円/年・人≒５００人

即ち、家庭用太陽電池の設置工事関係で、２１億円/年の
事業と５００人の雇用創出効果が期待できる。



■家庭用太陽電池の事業拡大は確実

全体市場１００～２００億円、工事市場２０～３０億円/年⇒
工事とメンテは地場企業の狙い目

■輸出用太陽電池は失速中：自国製品の活用/銀行貸渋り
⇒大手メーカは国策（世界一奪還）と相まって国内家庭用市場重視

⇒長崎へのアプローチ多：県としてはパネルメーカに拘る必要なし？

■ＭＷ級ＰＶ基礎/架台工事費は数億円/１件

⇒地場建設企業の工事量確保の一助となる。

■県としてはユーザメリット最優先で対応すべき

⇒低コスト＆高信頼性の競争原理でパネルメーカと施工企業を評価

■新エネを活用した新製品作り⇒助成金活用

地場企業、自治体のやるべきことは



太陽光発電導入で注意すべきこと

（（（（１１１１））））事業主事業主事業主事業主はははは誰誰誰誰かかかか？、？、？、？、資金調達資金調達資金調達資金調達のののの目処目処目処目処はあるかはあるかはあるかはあるか？？？？
例）ハウステンボス（ＨＴＢ）の９００ｋｗ太陽光発電設備（約９億円）
現在はＨＴＢ １/２とＮＥＤＯ １/２の共同研究事業。４年後の研究

終了後はＨＴＢが買い取り、事業を継続。

（（（（２２２２））））太陽光電力太陽光電力太陽光電力太陽光電力のののの消費先消費先消費先消費先はははは明確明確明確明確かかかか？？？？
「余剰電力を電力会社に買い取ってもらう」が基本であり、「売電」だ
けが目的の太陽光発電は電力会社の了解取り付けは難しい。

（（（（３３３３））））採算性採算性採算性採算性はあるかはあるかはあるかはあるか？？？？
住宅用と異なり「高額買取精度」のない事業用太陽光発電は採算
性が非常に厳しい（買い取り価格２４円/ｋｗｈ前後）。



島原の特徴と強み

■島原の日照時間は日本トップクラス（年間１１５０時間：快晴基準）
で太陽光発電に最適
風は弱く、風力発電のメリットはあまり期待できない。

■豊かな湧き水、温泉、雲仙、ジオパーク認定等、観光資源も豊富

■畜産業やハウス栽培も盛んで、これらには大量の電気が必要

以上、

「新エネを利用した次世代畜産業モデル実証」や「環境調和型クリ

ーン観光」などの地域振興が充分期待できる条件を、島原地区は

備えている。



第三章 今後の予定



（１）家庭用ＰＶ普及の活動予定

（１）家庭用太陽電池導入促進組合（協議会）の設立検討
＜狙い＞
・県内を８ブロック程度に分けて、地域密着型の事業展開
・パネルや電気部品等の共同仕入れによる低コスト化
・施工方法やメリット評価の標準・共有化による信頼性の向上

組合設立の同意者多数の場合は、財団内に準備会（事務局）を設け、
参加希望企業様による具体的協議を継続実施する。

（２）地域への啓蒙活動
・各家庭（特に主婦層）にご理解を頂くために出張セミナーを実施
・講師はブロック毎の幹事会社の方が努め、必要に応じて財団か
らも出向く



（２）業務用ＰＶの普及促進

１．１０～１００ｋｗ級のＰＶを地場企業（※１）主体で普及して
いるのが現状。
※１：ニーテックハマナカ、鍋順、九電工など

２．公共施設、工場、スーパー、コンビニ、レストラン等は九
電との特約単価契約（１０～１５円/ｋｗｈ）が多く、等価売

電では採算性が厳しい。

⇒来年度からは２４円/ｋｗｈ買取となれば、採算性向上

３．国と自治体の助成（合計１/２）と上記の２４円/ｋｗｈ買取

制度が実行されれば普及加速が期待できる。



（３）ＭＷ級ＰＶの普及促進

１．現在８件の手持ち案件があり、経済性評価
を実施中であるが、いずれも採算性は厳しい。

２．但し、ＭＷ（１０００ｋｗ）級ＰＶでは数億円以
上の基礎・架台工事費が期待でき、地場建設
企業振興に繋がり、関係省庁と連携して、長
崎独自の魅力あるシナリオ（離島、災害地、
地域資源等）を作成が必要。



（４－１）ＰＶ応用製品の開発・・・
ソーラ農耕機の開発



農耕機動画



諫干ＰＶの施工事例

諫早干拓地１５ｋｗ施工写真


