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①省エネルギー小委員会の検討状況               

（１）開催趣旨 
 エネルギー基本計画において示された省エネルギー分野に関する方針を具体化すべく、省エネルギーの取組
を、部門ごとに効果的な方法によってさらに加速していくために必要な措置のあり方について検討。 
 
（２）委員名 
 （委員長） 
●中上 英俊 株式会社住環境計画研究所代表取締役会長、東京工業大学 特任教授 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）これまでの開催状況 ： 第２回    6月24日（火） 省エネに関する情勢と取組状況、各部門における現状認識と課題 
                   第３回    7月24日（木） 産業部門の課題、民生部門の課題 
                   第４回    9月  2日（火） 省エネの技術開発の動向、省エネ法の施行状況 
                   第５回 10月 1日（水） 民生部門の省エネ対策、省エネの支援のあり方 
                   第６回 10月21日（火） 運輸部門の省エネ対策、ディマンドリスポンス、省エネの費用対効果 1 

１．開催の趣旨及び状況、委員名簿 （注）本小委員会は、平成２５年１１月５日に第１回を開催。 

（委員） 
○天野 晴子 日本女子大学家政学部家政経済学科教授 
○市川まりこ 財団法人日本消費者協会消費者問題研究室

主任消費生活コンサルタント 
○川瀬 貴晴 千葉大学大学院工学研究科教授 
○木場 弘子 キャスター、千葉大学客員教授 
○佐藤 寿美 公益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 東日本支部 衣生活部会代表 
○大聖 泰弘 早稲田大学大学院創造理工学部総合機械工学

科教授 
○高村 淑彦 東京電機大学名誉教授 

 
○田辺 新一 早稲田大学理工学術院創造理工学部教授 
○谷上 裕   東京都環境局都市地球環境部長 
○豊田 正和 財団法人日本エネルギー経済研究所理事長 
○飛原 英治 東京大学大学院新領域創成科学研究科教授 
○松橋 隆治 東京大学大学院工学系研究科電気系工学専攻教授 
○松村 敏弘 東京大学社会科学研究所教授 
○宮島 香澄 日本テレビ放送網株式会社報道局解説委員 
○山川 文子 エナジーコンシャス代表、消費生活アドバイザー 
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 ①産業部門における課題について 
  【課題１】エネルギー効率の改善率が縮小している中での省エネ投資の促進 
  －事業活動を歪めることなく、事業者の自主的な取組を最大限活用し、省エネの実現を促す支援策が必要。  

 複数工場で一体となった省エネ設備投資への支援 
 規制的手法と組み合わせた支援策の活用による省エネの推進 

  【課題２】中小事業者の知識・ノウハウ不足 
  －省エネノウハウのない事業者に対し、きめ細かな支援が必要。 

 地域で省エネのニーズにきめ細かく対応する体制の整備 
 省エネ診断やエネルギーマネジメント支援ビジネスの活用 

 
 ②民生（業務・家庭）部門における課題について 
  【課題（業務）】 優れた省エネの取組やノウハウを共有する仕組みの構築 
  －業種業態ごとにエネルギー使用実態を踏まえ、省エネの優れた事業者を明らかにしていくことが必要。 

 エネルギー効率の良い事業者と悪い事業者を明らかにする制度の検討 
  【課題（家庭）】我慢を強いることなく快適性を維持した省エネの実現 
  －使用機器や使い方の違い、消費者の知識や情報のレベルを勘案した対策が必要。 

 わかりやすい情報提供、省エネ行動の促進 
  －定量的に把握可能で、強制力のある施策も必要。 

 窓ガラス、サッシなど省エネ機器・製品に関する規制措置（トップランナー制度）による性能向上 

２．検討項目とそれに関する議論の状況 
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 ③運輸部門における課題について 

  【課題】自動車単体対策の在り方と交通流対策の検討 

  －カタログ燃費と実燃費の乖離を考慮しつつ、自動車燃費のより一層の向上を図ることが必要。 

  －運用時対策として、エコドライブ推進や荷主のモデルケースとなるような優良事例の横展開を行うべき。 
 
 ④その他  
  －定期報告や民間調査などのデータをまとめ、需要家に情報を提供する仕組みが必要。 
  －エネルギーマネジメントなど省エネポテンシャルの大きい運用面の対策として、ITによる省エネの普及策の 
    検討が必要。 
  －ディマンドリスポンス市場を活性化し、今後のネガワット取引の実現を目指すべき。 

２．検討項目とそれに関する議論の状況（続き） 

＜検討予定項目＞ 
 産業部門における省エネルギーの取組 
 個々の対策における目標となる指標の検討     等 

 
※とりまとめ時期については、エネルギーミックスの検討状況を見つつ、判断。 
  

 
 

３．今後のスケジュール 



②新エネルギー小委員会の検討状況               

（１）開催趣旨 

 新たなエネルギー基本計画が閣議決定されたことを踏まえ、再生可能エネルギー特別措置法の見直し規定に基づき、再生
可能エネルギー施策の総点検と必要な追加施策の検証を実施する必要がある。このため、省エネルギー・新エネルギー分
科会に新エネルギー小委員会を設置。 

 
（２）委員名 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）これまでの開催状況: 第１回    6月17日（火）  再生可能エネルギーを巡る現状と課題について 
              第２回    8月8日（金）   欧州調査報告・関係団体ヒアリング 

             第３回    9月10日（水）  再生可能エネルギーの導入量等に関する検討の進め方・関係団体ヒアリング 
              第４回    9月30日（火）   電力各社の系統接続問題・賦課金の試算 
              第５回    10月15日（水）  再生可能エネルギーの最大限の導入拡大に当たって直面する課題の整理・関係団体ヒアリング(1) 
                第６回    11月5日（水）   再生可能エネルギーの最大限の導入拡大に当たっての課題・関係団体ヒアリング(2) 
 
 
 
 
 

１．開催の趣旨及び状況、委員名簿 

＜委員長＞ 
●山地 憲治 公益財団法人地球環境産業技術研究機構

（ＲＩＴＥ） 理事・研究所長 
 ＜委員＞ 
○岩船 由美子 東京大学生産技術研究所 准教授 
○大澤 正明 群馬県知事 全国知事会エネルギー政策

特別委員会委員長 
○大橋 弘 東京大学大学院経済学研究科 教授 
○小野 透 日本経済団体連合会資源・エネルギー対策

委員会企画部会委員 
○工藤 禎子 三井住友銀行 執行役員 成長産業クラス

ターユニット長 
○工藤 広 北海道稚内市長 
○崎田 裕子 ジャーナリスト・環境カウンセラーＮＰＯ法人

持続可能な社会をつくる元気ネット理事長 

○佐久間 浩 三菱商事株式会社 常務執行役員 地球環
境・インフラ事業グループＣＥＯ 

○佐藤 泉 佐藤泉法律事務所 弁護士 
○清水 宏和 日本商工会議所 中小企業政策専門員  
○高村 ゆかり 名古屋大学大学院環境学研究科 教授 
○辰巳 菊子 (公社)日本消費生活ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ・ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

協会常任顧問 
○馬場 旬平 東京大学大学院新領域創成科学研究科 

准教授 
○松村 敏弘 東京大学社会科学研究所 教授 
○山内 弘隆 一橋大学大学院商学研究科 教授 
（敬称略・五十音順） 
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○これまで委員会で出た主な意見 
 再生可能エネルギー最大限導入の方針の下、国民負担を抑制する方策を考えていくべきとの共通認識はおお
むね存在。この中で、我が国の再生可能エネルギー導入量の現状に鑑み、導入加速に力点を置く立場と賦課金
等の負担を考え太陽光等の導入加速には慎重な立場等に分かれる。 
 ①「最大限の導入」の在り方 

- 太陽光とそれ以外に分け、導入量に応じた対応をすべき。 
- 太陽光についても、単純に抑制するのではなく、最終的な導入水準を見据えた上で対応策を考えるべき。 
- 「買取価格」は、太陽光は導入量に応じ適切な水準に下げるべき。地熱、風力等の太陽光以外については、

３年間の利潤配慮期間終了後も、現在の価格を維持すべき。 
- バイオマスは、実情に応じたきめ細かい対応が必要。海外燃料利用のものより地域活性化に資するものを

優先すべき。 
- 系統接続の保留問題に対し、接続量の拡大のため、補償なしで太陽光等の出力を抑制できるスキームを

もっと有効活用すべき。 
 

 ②過剰利益・負担の懸念への対応 
- 価格を実態コストにより近づける措置をとるべきとの方向性は共通認識。 
- 発電事業者が過剰利益を得ることに対しては厳しく対応すべきだが、資金調達への影響も考慮すべき。 
- 設備を変更することで、コストを下げながら高い買取価格を享受する案件などは、事業者に不測の不利益

が生じないようにしつつ、買取価格を下げることで対応すべき。運転開始後の大幅出力変更は、別認定を
求め、価格引下げの方向。 

- その他、接続承諾後の事業化に向けた取組が進まない案件への対応や地方公共団体への情報提供につ
いて議論。 

 
 

２．検討項目とそれに関する議論の状況 

②新エネルギー小委員会の検討状況               

 年内を目途にその時点までの検討の成果を整理することを目指し、今後検討を深めていく。 

３．今後のスケジュール 
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③系統ワーキンググループの検討状況               

（１）開催趣旨 

 太陽光発電の急速な導入拡大に伴い、電力会社の系統設備の容量や電力会社管内全体の需給調整力の限界等から、再

生可能エネルギー発電設備の接続申込みへの回答を保留する事態が発生。電力会社が再生可能エネルギー発電設備を

系統に受け入れるために講じている措置について、しっかりと精査し、早急に対策を検討する必要があることから、新エネル

ギー小委員会の下に、電力系統に知見のある学識者５名で構成する検討チーム（系統ワーキンググループ（WG））を設置。 

 
（２）委員名 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）これまでの開催状況：  第１回  10月16日（木） 接続可能量の算定方法について基本的考え方を整理 
                   第２回    10月30日（木） 電力会社より接続可能量の算定方法について説明 
 

１．開催の趣旨及び状況、委員名簿 

＜委員長＞ 
●萩本 和彦 東京大学生産技術研究所 特任教授 
  
＜委員＞ 
○岩船 由美子 東京大学生産技術研究所 准教授 
○大山 力 横浜国立大学工学研究員知的構造の創生部門 教授 
○馬場 旬平 東京大学大学院新領域創成科学研究科 准教授 
○松村 敏弘 東京大学社会科学研究所 教授 
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 ①接続可能量の検証 
 

 現状における各電力会社の接続可能量の算定方法、算定のための前提条件等について、各社の地域特
性を踏まえて、整理・検証。 

－自然変動電源が系統運用に与える影響をどのように評価しているか。 

－どのような場合に、「需給調整が困難」と判断するか。 

－地域間連系線の活用状況の検証。 
 
 ②接続可能量の拡大に関する事項 
 

 接続可能量の拡大方策のオプションを効果、費用、期間の観点を踏まえて整理 
 

 （オプションの例） 

－運用の見直し 

   調整電源の更なる活用、自然変動電源の出力抑制の更なる活用、地域間連系線の更なる活用 

－設備の増強 

   蓄電池、地域間連系線、地内送配電網 

－その他 

   自然変動電源の変動特性の把握、発電出力予測の活用・精緻化、需要対策 
 

 

２．検討項目とそれに関する議論の状況 

③系統ワーキンググループの検討状況               

 年内を目途に取りまとめを行う予定。 

３．今後のスケジュール 
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