
太陽光発電の環境価値と太陽光発電の環境価値と
グリーン電力証書モデル事業について

200９年６月２６日

JPEA ２００９
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太陽光発電協会のｸﾞﾘｰﾝ電力証書ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ検討太陽光発電協会のｸ ﾘ ﾝ電力証書ﾋ ｼ ﾈｽﾓﾃ ﾙ検討

1. 太陽光のグリーン電力証書普及拡大には市場が必要
①ボランタリ 市場

太陽光発電 持 独自付加価値 差別化が必

①ボランタリー市場、
②インセンティブ市場、
③義務化市場

2. 太陽光発電の持つ独自付加価値の差別化が必要
・環境価値（CO2削減価値）以外に、太陽光には独自の付加価値があるはず。
・電力需要の多い昼間にたくさん発電する。→火力代替としての価値。

3. 小口設備認定手続きの低コスト化（省力化）が必要
- 太陽光発電協会のグリーン電力証書ビジネスモデルイメージ -

① 発電電力量計の「計量法」に対応した施工標準化

＜ＪＰＥＡとしての対応(予定)＞

① 発電電力量計の「計量法」に対応した施工標準化
② 取り纏めによる、煩雑な設備認定の簡略化（コストダウン）。

□ＪＰＥＡとして、平成２０年度からグリーン証書対応WGを立ち上げ
平成２０年 ビジネスモデル検討・策定 ／グリーン電力の市場調査

／購入の条件（価値付け等）
平成 年 限定地区 ビジネ デ 実証 実験（愛知県）
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平成２１年 限定地区でのビジネスモデル実証・実験（愛知県）
平成２２年 全国展開（温対法とのリンクを前提）
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前提１．太陽光発電ｼｽﾃﾑの証書化には市場が必要

■太陽光発電の証書化の前提 （現状は、長期的なグリーン電力証書購入の保証はない）

前提 太陽光発電ｼｽﾃﾑの証書化には市場が必要

太陽光に特化したグリーン証書を購入したいユーザーがどこまで増えるか。
割高な太陽光の環境価値をユーザーが購入する市場が不可欠。

義務 規制化市場 インセンテ ブ市場 ボランタリ 市場

・排出権取引とリンク
・Cａｐ＆Ｔｒａｄｅ等に

・太陽光の独自価値
の評価

・企業のCSR
・企業の環境貢献

義務・規制化市場 インセンティブ市場 ボランタリー市場

Cａｐ＆Ｔｒａｄｅ等に
よる、義務履行に
ｸﾞﾘｰﾝ電力証書活用

の評価
・温対法組入れ
・損金扱い・税控除

企業の環境貢献
・企業の商品販促
・個人の環境貢献

・企業・個人等の義務
達成手段として

・太陽光の価値付け
次第で企業・事業者

・高環境意識の企業
団体達成手段として

（総量規制・導入義務
ｸﾞﾘｰﾝ購入義務）

次第で企業 事業者
の導入拡大

・個人参加意識高揚

団体
・高環境意識の個人
・経済的余裕がある
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透明性・ﾄﾚｰｻﾞﾋﾞﾘﾃｨｰＰＶの環境価値
ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ実現時期

ＰＶの導入・環境価値
義務・規制化実現時期
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前提２．太陽光発電の持つ独自付加価値の差別化前提 太陽光発電の持 独自付加価値の差別化

国産のグリーン電力証書は、単なるＣＯ２削減価値以外、多様な付加
価値を持つ。このような付加価値をｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞとして還元することが重要。

1．《Environmental Protection》 太陽光発電の持つ独自の環境価値

価値を持つ。このような付加価値をｲﾝｾﾝﾃｨﾌ として還元することが重要。

① 火力発電中心の昼間時間帯に発電するためCO2削減価値が大
〔ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ案〕 CO2削減換算係数（原単位）を、火力発電代替として、削減効果を正しく評価
する。例えば石油火力と比較した場合、１ｋWhあたり 約660gのCO2削減効果。

② 省 ネ法 温対法とリ クした原単位改善価値② 省エネ法・温対法とリンクした原単位改善価値

〔ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ案〕 グリーン電力証書購入者の原単位改善及びCO2削減義務履行への算入。

2 《Energy Security》 枯渇しない純国産エネルギ としての価値2. 《Energy Security》 枯渇しない純国産エネルギーとしての価値

・ 電力の「地産地消」やエネルギー自給率向上への寄与

〔ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ案〕 ｴﾈﾙｷﾞｰｾｷｭﾘﾃｨの観点から電源開発促進税の助成対象化。

3. 《Economic Promotion》 太陽光発電需要拡大による国内産業振興の価値

・ 海外の安価なCO2排出権を購入するよりも国内産業振興に対する効果大

〔ｲ ﾞ案〕 安価な海外排出権購 対する関税措置 ある は高価な国内対策
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〔ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ案〕 安価な海外排出権購入に対する関税措置、あるいは高価な国内対策に

対する助成施策の実現。
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前提３．小口設備認定の取纏め低コスト・高効率化
-太陽光発電協会のグリーン電力証書ビジネスモデルイメージ-

■グリーン電力証書制度の仕組みとJPEAの関与イメージ
■多数のPVｼｽﾃﾑを取り纏め、手続きの標準化によるｺｽﾄﾀﾞｳﾝを推進

太陽光発電協会のグリ ン電力証書ビジネスモデルイメ ジ

グリーンｴﾈﾙｷﾞｰ認証ｾﾝﾀｰ太陽光発電協会（JPEA）

発電設備認定 ｸﾞﾘｰﾝ電力認証

多数 ﾃ を取り纏 、手続 標準 る ﾀ ｳ を推進

◆標準化によるｸﾞﾘｰﾝ電力事業のｺｽﾄﾀﾞｳﾝ推進
･ｸﾞﾘｰﾝ電力設備工事のガイトライン検討
･設備認定申請のガイドライン検討
･発電設備ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽのガイドライン検討

発電設備認定

ｸﾞﾘｰﾝ電力証書
発行事業者

設備取り纏め申請

ｸ ﾘ ﾝ電力認証

各メーカの設備認定申請取り纏め

･発電設備ﾃ ｰﾀﾍ ｰｽのガイドライン検討 発行事業者

（ PV- net ）

対価証書販売
メーカ A メーカ B メーカ C 検針による

ｸﾞﾘｰﾝ買取とｸ ﾘ ﾝ買取と
対価支払

排出企業等計量法

工事の標準化
認定申請の代行

JPEA ２００９全国各地に分散配置されたPVｼｽﾃﾑ

CO2排出企業等計量法
対応ﾒｰﾀｰ

愛知県の導入普及事業
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１．ｸﾞﾘｰﾝ電力設備の工事ガイトライン検討（モデル事業）

◇ 計量法に準拠した、グリーン電力設備（総発電電力量計）工事
のガイトラインを策定のガイトラインを策定

◇ ガイドラインに準拠した施工を実施してもらい、アンケート調査
（愛知県および太陽光発電所ネットワークと協力して実施）
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策定した総発電電力量計設置ガイドライン (一部抜粋）
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２．設備認定申請のガイドライン検討 （モデル事業）

◇ 従来、大型の発電設備で行われていた、グリーン電力設備認定の申請
手続きを グリーンエネルギー認証センターと協議 「仮認定」の導入に手続きを、グリ ンエネルギ 認証センタ と協議、「仮認定」の導入に
より、簡略化した設備認定申請のガイドラインを策定。

従来の設備認定手続き 簡略化した設備認定申請従来の設備認定手続き

①設備竣工後、必要書類を取り揃え
設備認定申請を作成、申請

簡略化した設備認定申請

①・設備工事着手時に、必要書類に
「誓約書」＋「ﾒｰｶｰ仕様書」を取り
揃え 設備認定申請を作成 提出

②グリーンエネルギー認証センター
による設備認定

揃え、設備認定申請を作成、提出。
・工事完成時に総発電電力量計

等の写真撮影（保管）

③設備認定後、総発電電力量計等
の写真撮影（保管）

②グリーンエネルギー認証センター
による設備仮認定写真撮影（保管）

（グリーン電力の計測開始）
定

③・総発電電力量計等の写真撮影６ヶ月～１年後

６ヶ月～１年後
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④総発電電力量計等の写真撮影
グリーン電力認証手続き

・設備本認定手続きと
グリーン電力認証手続き
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３．発電設備ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽのガイドライン検討 （モデル事業）

◇ J-PEC（太陽光発電普及拡大センター）の申し込みデータベース
とのリンク(発電設備設置者情報の共有化)を検討とのリンク(発電設備設置者情報の共有化)を検討。

◇ 個人情報の保護の観点から、実施に際しては慎重な意見
⇒愛知県の事業における実施は見送り、実施に対する検討を継続

【赤字】グリーン電力設備認定手続き申請フロー 【黒字】平成20年度住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金　補助フロー図《一般用》 ＪＰＥＡ グリーン電力証書検討部会

グリーン電力証書
発行事業者

グリーンエネルギー認証センター
太陽光発電普及拡大センター

ＪＰＥＡ
各都道府県窓口団体 施工代理店 設置者個人

補助金交付申請受付 補助金交付申請書（実印）
補助金交付申請受付

一次審査

受付（先着順）

二次審査

電子化

交付決定
必要書類の郵送

一
般
用
申
請
者

（
手
続
代

補助金交付申請書（実印）
（一般用）

印鑑証明書

工事請負契約書の写し

交付申請から交付決定までの
標準処理期間を14日と定める。
よって補助金交付申請書並び
に工事請負契約書に記載する
工事着工予定日は交付申請発
送日を含む1５日目以降とする
こと。

グリーン電力に係る
申請書グ 電力発電設備

交付決定番号発
行

受領交付決定通知書

代
行
者

）

申請書

　　①事前審査
②グリーン電力設備に

グリーン電力発電設備
申請受付

交付番号連絡

申請書
発行要請

グリーン電力発電

太陽光発電システムの設置・
電力需給契約・運転開始実績報告書（認印）

（兼工事完了報告書）
一
般

　②グリ ン電力設備に
係る
　　　　データベース作成

設備認定書作成／申請 申請書
発行グリーン電力発電設備

認定審査
設備認定番号の発行

総発電電力量計
写真等撮影送付依頼

設備認定番号の発行
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検討したグリーン電力発電設備設置者情報の共有化スキーム (一部抜粋）


