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太陽光発電に関する総合イベント“PVJapan2015”
東京ビッグサイトでまもなく開幕
7月29日（水）から7月31日（金）開催、出展規模は153社、527小間
一般社団法人 太陽光発電協会（略称：JPEA、代表理事：長榮 周作／パナソニック株式会社 代表取締役
会長）は、7月29日（水）～7月31日（金）の3日間、東京ビッグサイト（東京都江東区）において、太陽光発電に
関する総合イベント“PVJapan2015”を開催いたします。“PVJapan2015”は、産・官・学の幅広い関係者が
一堂に会し、国内外に対する情報発信と交流を行う場となります。
「PVJapan」は、太陽光発電の普及活動に取り組むJPEAが主催する太陽光発電に関する総合イベントです。
今年も「PVJapan2015」と「第10回再生可能エネルギー世界展示会」（主催：再生可能エネルギー協議会）を、
「再生可能エネルギー世界フェア2015」の名のもとに同時開催いたします。

“PVJapan2015” 開催概要
・
・
・
・
・
・

名称：
会期：
会場：
主催：
入場料：
ロゴ：

・
・
・
・
・
・
・
・

テーマ：
みんなのエネルギー、太陽光発電。新たなステージへ！
開催回数：
第 8 回（2008 年より開催）
Web サイト：
http://www.jpea.gr.jp/pvj2015/
運営事務局：
PVJapan 運営事務局（TEL：03-6812-8694）
同時開催：
第 10 回再生可能エネルギー世界展示会 （主催：再生可能エネルギー協議会）
出展者数：
153 社／団体（含 共同出展者）
出展小間数：
527 小間
来場者数見込み： 延べ 50,000 人（「再生可能エネルギー世界フェア 2015」として）

PVJapan2015
2015 年 7 月 29 日（水）～7 月 31 日（金）
東京ビッグサイト （東京都江東区有明 3-11-1） 西展示棟 1F（西 1・2 ホール）
一般社団法人太陽光発電協会（JPEA）
無料

日本の太陽光発電市場は、2012 年 7 月施行の再生可能エネルギーの固定価格買取制度を機に、急激な
勢いで成長しています。今や個々の製品にとどまらず、様々なシステムやサービスが展開され拡大を続けてい
ます。“PVJapan2015”では、四半世紀にわたり太陽光発電の普及促進と産業発展に向けた活動を行ってき
た JPEA ならではの視点で、新製品・新技術や市場動向、政策情報、ビジネス実務情報を提供し、さらには次
世代を見すえた情報交換で問題解決のヒントを得られる場を、多くの企業・団体の皆様とともに創造してまいり
ます。
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“PVJapan2015”の展示会場では、国内外の太陽電池メーカー、インストーラー、関連製品メーカー、製造
装置メーカー、部品・材料サプライヤー、大学・研究機関など太陽光発電に関わる幅広い分野から新製品・新
技術の展示が予定されています。展示会場は、太陽電池セル／モジュール応用製品、太陽光発電システム・
BOS／発電事業関連、施工関連／保守メンテナンス関連、検査／測定機器／スマート機器／通信／IT 関連の
4 つのゾーンでわかりやすい構成になっています。また、西展示棟内アトリウムでは、今年もアカデミックギャラ
リーを設け、産学交流の場を提供します。太陽電池研究に携わる 37 の大学・研究機関の出展を予定しており、
研究開発の最新情報をご覧いただけます。さらに“PVJapan2015”では、近隣の施設や東京ビッグサイト会議
棟、西展示棟内アトリウムに設置するメインステージにおいて、さまざまなセミナー・イベントも開催いたします。
≪講演・セミナー内容≫
【１】エグゼクティブフォーラム
日時：7 月 30 日（木）15:00 ～ 17:00
場所：東京コンファレンスセンター有明 4F Hall B
参加料：無料（事前登録制）
◆PV100 年構想 ～さらなる太陽光発電導入拡大に向けた政策の方向性について～
松山 泰浩 氏／経済産業省資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー対策課長
◆再生可能エネルギーのさらなる普及のための政策的課題と展望
髙村 ゆかり 氏／名古屋大学大学院 環境学研究科 教授
◆電力システム改革と太陽光発電 ～新たなビジネスの可能性～
高橋 洋 氏／都留文科大学 社会学科 教授
【２】専門セミナー＜技術＞
日時：7 月 29 日（水）13:00 ～ 16:30
場所：東京コンファレンスセンター有明 4F Hall B
参加料：無料（事前登録制）
◆太陽光発電が生み出す新たな価値とは？（13:00 ～ 14:30）
近藤 道雄 氏／国立研究開発法人産業技術総合研究所
福島再生可能エネルギー研究所 上席イノベーションコーディネータ
◆「系統接続制約問題」への視点（15:00 ～ 16:30）
【１】系統接続制約問題の影響度を判断するための「出力制御シミュレーション」について
森内 荘太／一般社団法人太陽光発電協会 系統制約問題対策特別チームリーダー
【２】遠隔出力制御機能付パワーコンディショナの仕様について
馬渕 雅夫 氏／一般社団法人日本電機工業会 分散型電源系統連系分科会委員（オムロン株式会社）
【３】太陽光発電大量導入時代の火力発電 ～その役割と価値～
中澤 治久 氏／一般社団法人火力原子力発電技術協会 技術部長
【３】専門セミナー＜ビジネス＞
日時：7 月 31 日（金）10:30 ～ 17:00
場所：東京コンファレンスセンター有明 4F Hall B
参加料：無料（事前登録制）
◆農山漁村における再生可能エネルギーの普及について（10:30 ～ 11:15）
土橋 信昭 氏／農林水産省 食料産業局 再生可能エネルギーグループ長
◆東京都の再生可能エネルギー普及拡大に向けた施策について（11:45 ～ 12:30）
三浦 亜希子 氏／東京都 環境局 地球環境エネルギー部 計画担当課長
◆太陽光発電産業ビジョン“JPEA PV OUTLOOK 2030”「2030 年に向けた確かな歩み」について
（13:00 ～ 13:45）
杉本 完蔵／一般社団法人太陽光発電協会 ビジョン部会 部会長
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◆太陽光発電普及の新たなステージ／スマートタウンによるコミュニティーEMS の実現（14:15 ～ 15:45）
【１】Fujisawa サスティナブル・スマートタウン
荒川 剛 氏／パナソニック株式会社 ビジネスソリューション本部 藤沢 SST 推進課 課長
【２】日本初地産地消型「東松島スマート防災エコタウン」
石田 建一 氏／積水ハウス株式会社 執行役員 環境推進部長 兼 温暖化防止研究所長
◆太陽光発電大量導入時代の O&M ビジネスと将来展望（16:15 ～ 17:00）
田中 良 氏／株式会社ＮＴＴファシリティーズ ソーラープロジェクト本部 部長／ゼネラルアドバイザー
東京工業大学 共同研究員
【４】国際セミナー
日時：7 月 31 日（金）10:00 ～ 12:30
場所：東京ビッグサイト 会議棟 1F 101 会議室
参加料：無料（事前登録制）
◆世界で拡大する分散型太陽光発電と新たなビジネスモデル
川原 武裕 氏／ブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナンス 再生可能エネルギーアナリスト
◆ミャンマー太陽光発電市場視察調査報告
吉田 一之／一般社団法人太陽光発電協会 国際部会
【５】メインステージセミナー
◆住宅市場関連
・販売品質向上に向けての取り組み
・「太陽光発電協会 表示ガイドライン」について
・蓄電システム導入支援事業について／一般社団法人環境共創イニシアチブ
◆公共・産業市場関連
・JPEA 編「太陽光発電システムの設計と施工」改訂第 5 版の概要について
・系統連系のための電源設置案件の取扱いについて
・太陽光発電出力予測技術のご紹介／一般財団法人日本気象協会
・処分場等への太陽光発電導入事例の紹介／環境省
◆JPEA 代行申請センター（JP-AC）
・50kW 未満の太陽光発電設備認定申請について
・太陽光発電の費用年報電子報告について
【6】技術講習会
日時：7 月 29 日（水）13:00 ～ 16:00
7 月 30 日（木）13:00 ～ 16:00
場所：東京ファッションタウンビル（TFT ビル） 東館 9F 研修室 908
参加料：有料（事前登録制）
◆「10kW 以上 50kW 未満の低圧連系太陽光発電システム」技術講習会
≪「再生可能エネルギー世界フェア 2015」両主催団体共同イベント≫
【１】オープニングセレモニー
日時：2015 年 7 月 29 日（水）9:40～10:00
場所：東京ビッグサイト西展示棟 1F アトリウム
【２】基調講演
日時：2015 年 7 月 30 日（木）10:00～12:00
場所：東京コンファレンスセンター有明 4F Hall B
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プログラム：
10:00 ～ 10:10 主催者挨拶
黒川 浩助 氏／再生可能エネルギー協議会 代表（東京工業大学 特任教授）
10:10 ～ 10:20 来賓挨拶
木村 陽一 氏／経済産業省資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部長
10:20 ～ 10:30 来賓挨拶
名倉 良雄 氏／環境省地球環境局 地球温暖化対策課 調整官
10:30 ～ 11:00 基調講演 1 「米国とクリーンエネルギー：米国エネルギー省の取組み」
ジェフリーA.ミラー 氏／米国大使館 エネルギー首席担当官 米国エネルギー省 日本事務所 代表
11:00 ～ 11:30 基調講演 2 「再生可能エネルギー先駆けの地を目指して」
内堀 雅雄 氏／福島県知事
11:30 ～ 12:00 基調講演 3 「国内外のエネルギー政策動向と再生可能エネルギー導入に向けた
取組みと考え方」
荻本 和彦 氏／東京大学 生産技術研究所 特任教授
≪参考≫
前回（2014 年）開催実績
・イベント名：
PVJapan2014
・会期：
2014 年 7 月 30 日（水） ～ 8 月 1 日（金）
・会場：
東京ビッグサイト 西展示棟 1・2 ホール
・主催：
一般社団法人 太陽光発電協会（JPEA）
・展示規模：
160 社／団体、585 小間
・来場者数：
44,210 名
（同時開催の第 9 回再生可能エネルギー世界展示会および
グランド再生可能エネルギー2014 国際会議も含む）
・同時開催：
第 9 回再生可能エネルギー世界展示会
（主催：再生可能エネルギー協議会）
「グランド再生可能エネルギー2014 国際会議」
（主催：グランド再生可能エネルギー2014 国際会議組織委員会）
「太陽光発電協会」について
一般社団法人 太陽光発電協会（Japan Photovoltaic Energy Association：略称 JPEA）は、1987 年にその前
身である「太陽光発電懇話会」として設立されてから現在に至るまで、一貫して太陽光発電の普及促進と産業
発展に努めてまいりました。セル・モジュールメーカーから周辺機器、ゼネコン・住宅関連、流通、電力、公益
団体等、太陽光発電に関連する幅広い企業・団体 143 社（2015 年 6 月 26 日現在）によって構成されていま
す。

≪本プレスリリースに関する問合せ先≫
一般社団法人 太陽光発電協会
担当：穂岐山
東京都港区新橋 2-12-17 新橋 I-N ビル 8F
TＥＬ：03-6268-8544
E-mail：jpjp@jpea.gr.jp
株式会社井之上パブリックリレーションズ
PVJapan2015 広報担当：関、高野
東京都新宿区四谷 4-34-1 新宿御苑前アネックスビル 2F
TＥＬ：03-5269-2301
Email：pvjapan-pr@inoue-pr.com
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