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再生可能エネルギーの全量買取に関するヒアリング結果報告 

 

平成２２年１月 

 

 １１月６日のプロジェクトチーム第１回会合後、広く一般から意

見を募集したところ、約１２０件の意見が提出された（意見につ

いては現在も募集中）。 

 

 そのうち、約３０件の団体及び個人から、５日間にわたってヒア

リングを実施した。 

 

１．基本的な考え方についてヒアリングから得られた示唆 

 

○再生可能エネルギーの導入拡大は、地地球球温温暖暖化化対対策策ののみみななららずず、、

エエネネルルギギーー源源のの多多様様化化やや環環境境関関連連産産業業育育成成のの観観点点かからら、、低低炭炭素素社社

会会のの実実現現ののたためめにに非非常常にに重重要要。 

○高い導入インセンティブを付与すれば、導入量の増加が見込まれ

る一方、再生可能エネルギーの導入コストが逓増していくおそれ

があることにかんがみて、適適正正なな国国民民負負担担のの水水準準をを目目指指すすべべきき。

また、費費用用対対効効果果にに配配慮慮ししたた制制度度とすべき。 

○日本全体の温暖化ガス削減目標、及びそれをを実現するために現

在政府が導入を検討している環境税、排出量取引など他の環境政

策と、政政策策ととししててのの一一貫貫性性、、全全体体のの整整合合性性をを確確保保すするるととととももにに、、

国国民民にに理理解解をを求求めめてていいくくここととがが必必要要。。 

○その上で、ＲＰＳ制度や「太陽光発電の新たな買取制度」等の現

行制度の実績や諸外国の動向を踏まえつつ、我が国の実情に応じ

た「日日本本版版買買取取制制度度」」をを目目指指すすべべきき。 

 

 

２．買取対象（何を、どこまで対象にするか。） 

 

 種類（太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスエネルギー等） 

あらゆる再生可能エネルギーについて、買取の対象とすべきという

意見とともに、導入効果が相対的に高いエネルギー、他の用途と競合
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しないエネルギーに限定すべきという意見があった。再生可能エネル

ギー間の競争関係をどう維持するかが重要であるという示唆が得られ

た。 

 

○ああららゆゆるる再再生生可可能能エエネネルルギギーーをを対対象象とすべき。 

○再生可能エネルギーに加えて燃燃料料電電池池・・ココーージジェェネネレレーーシショョンンもも

対対象象ととすすべべきき。 

○導導入入効効果果がが相相対対的的にに高高いいエエネネルルギギーー、、他他のの用用途途とと競競合合ししなないいエエネネ

ルルギギーーののみみ対対象象ににすべき。（対象とすることによる高い政策効果が

見込めないもの（例：研究開発段階にある潮力・波力等）、マテリ

アル利用（木材や紙としての利用等）など他の用途と競合するバ

イオマスは対象にすべきでない。 

 

 新設の設備・既存の設備 

原則、新設の設備のみを対象にしつつ、電源によっては既存設備に

も配慮が必要という意見が多かった。 

 

○既既存存設設備備ににつついいててはは、、新新規規導導入入拡拡大大ににつつななががららなないいこことと、、買買取取費費

用用のの負負担担増増大大ににつつななががるるここととかからら、、対対象象外外ととすすべべきき。。ただし、大

規模水力の改修については、新規開発と同等の効果があるため、

買取対象とすべき。 

○現在のＲＰＳ法を前提に事業を行っている既既存存設設備備ににはは、、配配慮慮がが

必必要要。  

 

 事業目的用の設備 

事業目的用の設備を対象とするか否かについては、主に国民負担

の観点で意見が対立。 

 

○大大量量導導入入をを後後押押ししすするるたためめににはは、、事事業業用用のの設設備備もも対対象象ににしし、、金金融融

フファァンンドドやや一一般般かかららのの民民間間投投資資がが集集ままるるよよううににすすべべきき。 

○発発電電ビビジジネネススのの利利益益をを国国民民のの負負担担のの下下でで保保証証すするるここととはは国国民民のの理理

解解がが得得らられれなないい上上、、国国民民負負担担額額のの増増加加がが懸懸念念さされれるるここととかからら、、安安

易易にに対対象象ととすすべべききででなないい。 
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 設備の規模 

水力発電については、何らかの規模制限を設けるべき、という意見

が大宗。 

 

○大型の水力発電設備等は、個個別別地地点点ごごととののココスストト差差がが大大ききいいこことと、、

自自然然環環境境へへのの影影響響がが大大ききいいこことと、、負負担担増増大大ににつつななががるるこことと等等をを踏踏

ままええてて対対象象ととすすべべききででなないい。諸外国にならい、水力発電のみ規模

の要件を設定するか、規模が大きいものは買取価格を下げるなど

検討すべき。 

○大型設備は、導導入入効効果果がが大大ききいいたためめ、、対対象象ととすすべべきき。 

 

 特に現行の太陽光発電余剰電力買取制度について 

省エネ意識のかん養など、余剰買取制度の利点を評価する意見が

多くみられた。全量買取制度への移行についても既にスタートしている

住宅用太陽光の余剰買取制度については継続すべき、現行制度の課

題の検証をしてからにすべきとの意見あり。 

 

○余余剰剰買買取取はは、、地地産産地地消消方方式式でであありり、、省省エエネネ意意識識をを向向上上ささせせつつつつ、、      

国国のの方方針針やや政政策策をを買買取取価価格格にに反反映映ででききるるたためめ、、継継続続すすべべきき。全量

買取はせっかく発電したグリーン電力価値を電力会社に売ってし

まうため、実質的には「屋根貸し発電」。 

○現行制度の様々な課題の検証が不可欠であり、全量買取制度の導 

入は時期尚早。 

○太陽光発電の設置可能規模や電力消費量は様々であり、どんなに

省省エエネネにに努努めめててもも余余剰剰がが出出なないいケケーーススももああるる。全全量量買買取取のの方方がが公公

平平でで、、事事務務ココスストトもも低低くく、、制制度度設設計計もも容容易易。 

○住宅用太陽光発電で、全量買取制度を実施する場合は、既設住宅

では配線工事を実施し、逆潮用の専用線等を整備するため、１１００

万万円円～～２２００万万円円のの費費用用負負担担がが発発生生しし長長期期間間をを要要すするる。 

○全量買取制度への移行に際しては、関係者にとって十分な準備期

間の確保が必要。 
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３．買取価格・買取期間（何を基準に決めるか。） 

－導入見通し、目標量 

－再生可能エネルギーコストと価格低減ポテンシャル 

－化石燃料とのコスト差 

－先進各国の買取価格・買取期間 

 

 買取価格について 

再生可能エネルギー源毎に個別の買取価格を設けるにせよ、価格

低減を期待できるものとそれ以外というように類型化するにせよ、技術

開発や再生可能エネルギー間の競争を促す買取価格とするかが重要

であるという示唆が得られた。 

 

○再生可能エネルギーの導入量が一定レベルを超えると、系統安定

化対策コストの急増が予想される。導導入入目目標標をを設設定定すするる場場合合はは、、

家家計計やや経経済済へへのの影影響響ににもも配配慮慮ししつつつつ、、慎慎重重にに行行ううべべきき。。 

○全量買取による再生可能エネルギーの導入目標の量と時期の設定

に当たっては、系統安定化対策にはリードタイムが必要であるこ

とを十分踏まえるべき。 

○電源毎に、再生可能エネルギー発電事業が事事業業ととししててのの採採算算ががとと

れれるる水水準準（（ココスストトベベーースス））にに設設定定すすべべきき。ただし、過度な投機誘

発は一時的であり、持続可能なものとはならない点に留意。 

○再再生生可可能能エエネネルルギギーー源源毎毎のの競競争争条条件件をを公公平平ににすすべべきき。エネルギー

同士で切磋琢磨してコスト競争力が高まることを目指し、また、

料金メーターの複数化・複雑化を防止するためにも、単単独独／／併併設設

すするる場場合合のの買買取取価価格格をを、、いわゆる「ダブル発電」の場合も含めて、

全全てて「「同同額額」」ととすすべべきき。。 

○価価格格低低減減余余地地ののああるる太太陽陽光光発発電電等等はは、、将将来来のの価価格格低低減減をを見見込込んんだだ

価価格格ととすするるののもも一一案案。技術開発等を通じた価格低減を促す制度に

すべき。 

 

 買取期間について 

一律の期間を設定する意見（１０年/１５年/２０年など）やエネルギー

源別に投資回収期間（減価償却期間）で設定すべきとの意見があっ

た。 
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４．負担の在り方（何を考慮すべきか。） 

－適正な国民負担の水準 

－費用負担の方法 

－地域間格差 

－エネルギー間の公平性 

 

 国民負担は可能な限り抑えるべき、国民負担について理解を得るた 

めに、説明をしっかり行うべきという意見が大勢を占めた。消費者代表

からは、７割以上の消費者が追加的な負担に否定的と言う調査や、国

民への説明を十分に行った上でも、１世帯あたり１００円／月の追加負

担が限界との意見が示された。負担については、国民全体が公平に

負うべきとの意見があった一方で、低所得者やエネルギー多消費型産

業、中小企業、国際競争産業への配慮が必要との意見があった。 

 

 適正な国民負担の水準 

○低炭素社会を国民全体で実現するという政策目的に照らし、国国民民

全全体体がが公公平平にに負負担担すするる制制度度ととすすべべきき。。 

○低低所所得得者者層層へへのの配配慮慮等等をを行行ううべべきき。 

○エエネネルルギギーー多多消消費費型型産産業業へへのの負負担担軽軽減減、、中中小小企企業業やや産産業業のの国国際際競競

争争力力へへのの配配慮慮ななどど産産業業政政策策的的なな側側面面もも重重要要。 

 

 費用負担の方法 

 エネルギー間の公平性 

○電電力力料料金金にに上上乗乗せせすするる形形のの現現行行制制度度のの「「太太陽陽光光ササーーチチャャーージジ」」とと

同同様様なな形形をを取取るるべべきき。 

○エネルギー間の競争に配慮し、例えば税方式のような、電力需要

家に限らない全全ててののエエネネルルギギーー利利用用者者がが公公平平にに負負担担すするる制制度度とす

べき。 

○熱分野や燃料分野は、電力分野とは全く別の分野であり、電電力力分分

野野ににおおけけるる負負担担増増加加をを他他ののエエネネルルギギーーにに負負わわせせるるべべききででははなないい。 

 

 地域間格差 

○買取対象が太陽光から風力等に拡大する場合、再再生生可可能能エエネネルルギギ

ーーのの地地域域偏偏在在がが大大ききくくななるるたためめ、、そそれれをを調調整整ででききるるよよううなな負負担担方方
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法法がが必必要要。 

○再生可能エネルギーは地産地消型のエネルギーであり、発発電電ししたた

地地域域ににおおいいてて負負担担さされれるるべべきき。 

 

 

 

５．電力系統安定化対策と負担 

－再生可能エネルギー源ごとの出力の特徴 

－系統安定化対策とコスト 

－対策費用を抑えるための方策・ルール 

－負担の方法（設置者負担、一般負担、公的支援） 

 

 全量買取による系統安定化コストの急増が懸念されるため、技術開

発や出力抑制を含め、この対策をどのように行っていくのか、再生可

能エネルギーの段階的な導入が図られる制度をどのように設計すべ

きかが重要との示唆が得られた。 

※現在、系統安定化対策の具体案を検討中であり、コスト試算も併 

せて実施予定。 

 

○系統安定化対策を実施するためには、制御技術面でも新新たたなな日日本本

型型ススママーートトググリリッッドドのの構構築築がが必必要要。 

○再生可能エネルギー、特に太陽光発電を、電力系統の安定度を損

なうことなく大量に受け入れるためには、太太陽陽光光発発電電のの出出力力抑抑制制、、

系系統統側側蓄蓄電電池池やや火火力力・・揚揚水水発発電電ななどどのの系系統統電電源源にによよるるババッッククアアッッ

ププとと協協調調制制御御ななどどがが必必要要。  

○固固定定価価格格買買取取制制度度（（ＦＦＩＩＴＴ））導導入入諸諸外外国国のの電電力力系系統統のの状状況況をを検検証証

すすべべきき（ドイツでは系統運用が綱渡り状態、スペインでも余剰電

力の問題が顕在化等）。 

○再生可能エネルギーが一定レベルを超えた場合、系統安定化対策

コストの急増が予想される。家庭や経済への影響にも配慮しつつ、

段階的な導入が図られる制度設計とすべき。 

○系統安定化対策コストについて、必要な対策とコスト試算を行い、

その負担の在り方も含め、国民の理解を得る必要がある。  
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６．他の制度とのバランス 

－ＲＰＳ制度（修正／廃止／併存） 

－導入支援策（補助金・税制等） 

－立地規制の緩和等 

７．環境価値等 

－ＣＯ２削減の費用対効果 

－環境価値の帰属と分配 

－純国産エネルギーとしての価値 

 

 ＲＰＳ制度（修正／廃止／併存） 

ＲＰＳ制度を評価する声も多かったが、全量買取の対象については、

ＲＰＳ制度は二重規制となるため、廃止との意見が大勢。 

  

○ＲＲＰＰＳＳ制制度度はは再再生生可可能能エエネネルルギギーー間間ののココスストト競競争争をを導導くくとといいっったた

点点でで優優れれたた制制度度。買買取取対対象象ととななららなないいももののににつついいててはは、、ＲＲＰＰＳＳ制制

度度にによよっってて導導入入促促進進をを図図るるこことともも一一案案。 

○ＲＰＳ制度による量の規制も残しながら、全量買取制度を導入す

べき。 

○全量買取制度といった「価格」の規制を入れるのであれば、当当然然

にに、、「「量量」」にによよるる規規制制ででああるるＲＲＰＰＳＳ制制度度はは廃廃止止さされれるるべべきき。 

 

 導入支援策（補助金・税制等） 

行政コストについて議論がある一方で、初期コスト低減に向けた補

助金・税制の重要性を主張する意見が多かった。 

 

○初初期期ココスストトをを低低減減すするる補補助助金金はは、、導導入入拡拡大大ののたためめににはは不不可可欠欠。。特

に、住宅用の場合は導入インセンティブが短期間で決定するため、

導入時の補助金は現在のままとすべき。 

○しっかりとした全量買取制度が出来れば、補補助助金金やや税税制制とといいっったた

行行政政ココスストトのの高高いいややりり方方はは不不要要である。 

 

 立地規制の緩和等 

 導入の阻害要因となっている自然公園法等の制度・社会的課題の
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解決に向けた取組も同時に進めるべきとの意見が多数。 

 

○自然環境に配慮した形であることを前提に、自然公園などにも再

生可能エネルギーの導入を認めるべき。 

 

 グリーン電力証書（環境価値の帰属と分配、純国産エネルギーとして

の価値）の在り方 

再生可能エネルギーには電力としての価値に加え、取引される環境

価値、純国産エネルギーとしての価値や産業振興的価値等、「プレミア

ム価値」とも言うべき価値がある。そうした再生可能エネルギーの持つ

価値の多様性を勘案して、グリーン電力証書等の在り方を検討すべき

との意見があった。  

 

○グリーン電力証書が環境価値を自主的に取得する制度として活用

が拡がりつつある中、環境価値の概念が失われてしまっていいの

か、検討が必要。 

○本来、全量買取制度で再生可能エネルギーの投投資資回回収収がが十十分分にに可可

能能ににななるるののででああれればば、、環環境境価価値値のの帰帰属属とと追追加加性性のの観観点点かかららググリリーー

ンン電電力力証証書書制制度度ななどどのの措措置置はは不不要要。ただし、あらゆる再生可能エ

ネルギーを十分に支援することが困難であることから、再再生生可可能能

エエネネルルギギーーのの「「環環境境価価値値」」をを取取引引すするる補補完完的的なな制制度度的的枠枠組組みみがが必必

要要。 

○負負担担にに追追加加ししてて再再生生可可能能エエネネルルギギーーへへのの支支援援をを希希望望すするる環環境境意意識識

のの高高いい企企業業等等へへのの自自主主的的ななツツーールル提提供供（（一一般般国国民民負負担担のの軽軽減減ににもも

寄寄与与））のの継継続続とといいうう考考ええ方方もありえる。 

○環境価値の帰属については、価値の定義や帰属を明確化し、全量

買取制度とグリーン電力証書やＣＯ２排出量算定制度等の整合性

を明確化することが課題。 

 

８．その他 

 

 各エネルギー間の差異については、各新エネルギー事業者等から詳

細な意見等があった。 
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【太陽光】 

○他他のの再再生生可可能能エエネネルルギギーーとと事事情情がが異異ななりり、、技技術術開開発発やや量量産産効効果果にに

よよっってて大大幅幅ななココスストト低低減減がが見見込込ままれれ、、かかつつ日日本本のの技技術術力力がが高高いいここ

ととがが、、「「新新たたなな買買取取制制度度」」のの対対象象ととななっったた理理由由。。  

○○今今後後、、買買取取価価格格のの大大幅幅低低減減がが期期待待ででききるる。。  

 

【風力】 

○再生可能エネルギーの中では設設置置・・発発電電費費用用がが安安くく経経済済的的ででああるる

たためめ、、推推進進すすべべきき。 

○風車はココスストトがが十十分分低低いいため、「「投投資資減減税税」」等等でで優優遇遇すするるかか、、他他

電電源源ととのの自自由由競競争争でで導導入入のの是是非非をを決決めめてて行行くく方方式式のの方方がが現現実実的的。 

○立立地地制制約約（自然公園法・風況・バードストライク等）やや騒騒音音問問題題

等等のの社社会会的的・・制制度度的的要要因因がが導導入入阻阻害害要要因因ととななっってて、、設設置置ココスストトがが

逓逓増増すするるおおそそれれあありり。 

○小小型型風風力力発発電電については、現状で１００万円／ｋＷ以上でまだ技

術開発段階。なお、対対象象ととすするる際際ににはは、、認認証証制制度度等等にによよるる安安定定性性・・

信信頼頼性性のの確確保保がが必必要要。 

 

【バイオマス】 

○家家畜畜糞糞尿尿、、食食品品廃廃棄棄物物かからら木木質質ババイイオオママススななどど種種類類がが多多岐岐ににわわたた

るる。。利利用用方方法法もも発発電電用用、、熱熱利利用用、、素素材材利利用用とと様様々々ででああるる。。   

○仮に全てのバイオマス資源による電力を高く買い取る制度とした

場合、 ババイイオオママスス資資源源がが発発電電分分野野にに集集中中すするる恐恐れれがあり、また安安

価価なな木木質質ババイイオオママススがが海海外外かからら大大量量にに輸輸入入さされれ、、国国内内ババイイオオママスス

関関連連産産業業にに悪悪影影響響をを与与ええるる可可能能性性がある。    

○輸輸入入用用ののババイイオオママススをを排排除除すするるここととははＷＷＴＴＯＯ協協定定にに違違反反すするるとと

もに、再生可能エネルギーの導入量の抑制にもつながる恐れがあ

る。    

○買取対象としては、食料としての利用やマテリアル利用と競合し

ないもの、及び森林破壊等につながらない未未利利用用ののババイイオオママススにに

限限定定すすべべきき。  

○利用方法は、発電用、熱利用、素材利用に限定し、一定の熱効率

以上のものを対象とするなど、一定の要件を設定すべきか。  

○石炭火力発電におけるバイオマス混焼発電については、バイオマ
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ス部分のみ買取対象とすべき。  

○ババイイオオ燃燃料料、、ババイイオオガガスス熱熱利利用用も対象とすべき。  

 

【水力】 

○水力発電については、対対象象ととすするる規規模模制制限限をを設設定定すすべべきき。  

○既に採算がとれている、既既設設分分のの大大規規模模水水力力発発電電はは対対象象外外にすべ

き。  

○大大規規模模水水力力のの補補修修ににつついいてて、、増増加加ししたた出出力力分分をを買買取取対対象象ととすすべべきき。  

 

【地熱】 

○現行のＲＰＳ法の対象となっているバイナリー発電のみでなく、

フラッシュ発電を含む全全ててのの発発電電方方式式ににつついいてて対対象象ととすすべべきき。  

○規模要件を設けるべきか、検討が必要。 

○既設が固定買取対象にならない場合においても、出力維持のため

の追加井に対する補助制度は必要。 

（地熱発電開発事業（中小水力・地熱発電開発費等補助金）の対象

は、新設だけではなく、既設の追加井掘削等に関しても補助（補

助率：１／５）を行っている。）。 
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再生可能エネルギーの全量買取に関するヒアリング対象一覧 

 

第１回 １１月３０日 １７：００～１９：００ 

① 機器・プラントメーカー： 社団法人日本電機工業会・三菱重工業株式会社 

② 太陽光発電：太陽光発電協会、ＮＰＯ法人太陽光発電所ネットワーク 

③ 風力発電：日本風力発電協会・風力発電事業者懇話会、日本小形風力発電協会 

④ 地熱発電：日本地熱開発企業協議会 

 

第２回 １２月 ３日 １０：００～１２：００ 

① 卸電気事業者：電源開発株式会社 

② 特定規模電気事業者：特定規模電気事業者１０社（代表 株式会社エネット） 

③ 公営電気事業者：公営電気事業経営者会議 

④ 中小水力発電：全国小水力利用推進協議会 

⑤ 労働組合：全国電力関連産業労働組合総連合 

 

第３回 １２月 ８日 １０：００～１２：００ 

① 特定非営利活動法人：ＮＰＯ法人環境エネルギー政策研究所 

② 消費者団体：社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会 

③ 石油産業団体：石油連盟 

④ 一般電気事業者：電気事業連合会 

 

第４回 １２月１０日 １３：００～１５：００ 

① グリーン電力証書認証機関：財団法人エネ研グリーンエネルギー認証センター 

② バイオガスエネルギー利用業者：バイオガス事業推進協議会 

③ バイオマス発電事業者：株式会社ファーストエスコ 

④ 製紙産業団体：日本製紙連合会 

⑤ 特定非営利活動法人：ＮＰＯ法人バイオマス産業社会ネットワーク 

 

第５回 １２月２２日 １０：００～１２：００ 

①ガス業界：日本ガス協会 

②電力需要家：日本鉄鋼連盟、日本商工会議所、日本鋳造協会 

③個人（主婦）：大島京子氏、小林知子氏、大西慧子氏 

 

 


