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太陽光発電に関する総合イベント“PVJapan2017”
パシフィコ横浜でまもなく開幕
7月5日（水）から7月7日（金）開催、出展規模は103社/団体、335小間
一般社団法人 太陽光発電協会（略称：JPEA、代表理事：平野 敦彦／ソーラーフロンティア株式会社 代表
取締役社長）は、7月5日（水）～7月7日（金）の3日間、パシフィコ横浜（神奈川県横浜市）において、太陽光発
電に関する総合イベント“PVJapan2017”を開催いたします。“PVJapan2017”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「PVJapan2017」と「第12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2017」の名のもとに同時開催いたします。

“PVJapan2017” 開催概要
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名称：
会期：
会場：
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主催：
入場料：
ロゴ：
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テーマ：
開催回数：
Web サイト：
運営事務局：
同時開催：
出展者数：
出展小間数：
来場者数見込み：

PVJapan2017
2017 年 7 月 5 日（水）～7 月 7 日（金）
パシフィコ横浜 （神奈川県横浜市西区みなとみらい 1-1-1）
展示ホール C・D／アネックスホール
一般社団法人 太陽光発電協会（JPEA）
無料

つくる ためる 上手に使う みんなのエネルギー、太陽光発電。
第 10 回（2008 年より開催）
http://www.jpea.gr.jp/pvj2017/
PVJapan 運営事務局（TEL：03-6812-8694）
第 12 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）
103 社／団体（含 共同出展者）
335 小間
延べ 30,000 人（「再生可能エネルギー世界フェア 2017」として）
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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
いで成長しました。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。
“PVJapan2017”では、発足以来 30 年間に亘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。
“PVJapan2017”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、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。また、会場内には、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 19 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
“PVJapan2017”では、アネックスホールや展示会場内に設置するステージにおいて、さまざまなセミナーを開
催いたします。

≪講演・セミナー内容≫
【１】 太陽光発電協会発足 30 周年記念講演
日時：7 月 5 日（水）13：30～15：30
場所：パシフィコ横浜アネックスホール F201・202
参加料：無料（事前登録制）
◆再生可能エネルギー政策の今後の展望
山崎 琢矢 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 新エネルギー課長
◆エネルギー・イノベーションは日本から
米倉 誠一郎 氏
法政大学大学院教授 一橋大学特任教授
◆太陽光発電産業ビジョン“JPEA PV OUTLOOK 2050”について
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
【２】エグゼクティブフォーラム
日時：7 月 6 日（木）10：00～17：00
場所：パシフィコ横浜アネックスホール F201・202
参加料：無料（事前登録制）
◆“サステナブル社会” 実現に向けての取り組み （10：00～10：45）
那須原 和良 氏／清水建設株式会社 執行役員 ecoBCP 事業推進室 室長
◆改正 FIT 法における制度変更のポイントについて （11：05～11：50）
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 新エネルギー課
◆改正 FIT 法における「事業計画策定ガイドライン（太陽光発電）」について （12：50～13：35）
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 新エネルギー課
◆ERAB（エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネス）の推進とこれからの HEMS （13：55～14：40）
北川 晃一 氏／一般社団法人日本電機工業会 HEMS 専門委員会 委員長（東芝ライテック株式会社）
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◆住宅用太陽光発電 “2019 年問題” と今後のビジネス展望 （15：00～17：00）
[1] 消費者の視点からの住宅用太陽光発電 ～期待と課題～
辰巳 菊子 氏／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・相談員協会 常任顧問
[2] 住宅用太陽光発電システム市場の現状と見通し ～省エネ義務化・ゼロエネ時代のビジネス展開～
大東 威司 氏／株式会社資源総合システム 太陽光発電事業支援部 社長補佐 担当部長
[3] 自家消費型太陽光発電への期待 ～改正 FIT 法の先にあるものは～
塩 将一 氏／積水化学株式会社 住宅カンパニー 広報・渉外部 技術渉外グループ グループ長
日時：7 月 7 日（金）10：00～17：00
場所：パシフィコ横浜アネックスホール F201・202
参加料：無料（事前登録制）
◆太陽光発電と蓄電池によるライフスタイル
～固定価格買取制度後の新しいステージに向けて～ （10：00～10：45）
カート・ケルティ 氏／テスラ インク Senior Director, Energy Products Japan
◆改正 FIT 法における制度変更のポイントについて （11：05～11：50）
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 新エネルギー課
◆改正 FIT 法における「事業計画策定ガイドライン（太陽光発電）」について （13：00～13：45）
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 新エネルギー課
◆広域系統長期方針について （14：05～14：50）
藤岡 直人 氏／電力広域的運営推進機関 計画部長
◆再エネ大量導入時代のあるべき電力系統と電力市場 ～欧州の経験から学ぶ～ （15：10～15：55）
安田 陽 氏／京都大学 大学院経済学研究科 再生可能エネルギー経済学講座 特任教授
◆上場インフラファンド市場の概要 ～再生可能エネルギーを中心に～ （16：15～17：00）
橋本 梢 氏／株式会社東京証券取引所 上場推進部 課長
【3】専門技術セミナー
日時：7 月 7 日（金）10：00～16：05
場所：パシフィコ横浜アネックスホール F203
参加料：無料（事前登録制）
◆CIS 系薄膜太陽電池の技術開発最新動向 （10：00~10：45）
櫛屋 勝巳 氏／ソーラーフロンティア株式会社 フェロー 知財戦略室 室長
◆高効率シリコンヘテロ接合太陽電池の最新技術動向 （11：10～11：55）
岡本 真吾 氏／パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 ソーラーシステムビジネスユニット 技術開発部 部長
◆太陽光発電システムの基礎・架台の設計について （13：00～13：45）
一般社団法人太陽光発電協会
◆「太陽光発電システム保守点検ガイドライン」について （14：10～14：55）
一般社団法人太陽光発電協会
◆太陽電池の屋外における迅速・低コストな測定を実現する技術 （15：20～16：05）
菱川 善博 氏／国立研究開発法人産業技術総合研究所 太陽光発電研究センター 評価・標準チーム チーム長
【４】国際セミナー
日時：7 月 6 日（木）10:00 ～12：30
場所：パシフィコ横浜アネックスホール F203
参加料：無料（事前登録制）
◆欧米の再生可能エネルギーの現状と日本への示唆
飯沼 芳樹 氏／一般社団法人海外電力調査会 調査部門長
◆世界の太陽光発電市場の最新情報と導入予測
黒﨑 美穂 氏／ブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナンス シニアアナリスト、東京オフィス
◆オーストラリア・ニュージーランド P2P 等太陽光発電利用状況等調査報告
真野 秀太 氏／一般社団法人 太陽光発電協会 国際部会 海外調査 WG リーダー
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≪「再生可能エネルギー世界フェア 2017」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：2017 年 7 月 5 日（水）9:40～10:00 場所：パシフィコ横浜 展示ホール C・D 中央入口前
【２】基調講演
日時：2017 年 7 月 5 日（水）10:15～12：00 場所：パシフィコ横浜 アネックスホール F201・202
参加料：無料（事前登録制）
プログラム：
10:15 ～ 10:20 主催者挨拶
黒川 浩助 氏／再生可能エネルギー協議会 代表
10:20 ～ 10:40 来賓挨拶
藤木 俊光 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
10:40 ～ 11：00 来賓挨拶
森下 哲 氏／環境省 大臣官房審議官
11：00 ～ 11：30 基調講演 1 「再生可能エネルギーの普及と電力小売全面自由化」
稲垣 隆一 氏／経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会 委員長代理
11:30 ～ 12：00 基調講演 2 「新国富から見る再生可能エネルギー」
馬奈木 俊介 氏／九州大学大学院工学研究院 都市システム工学講座 教授
九州大学都市研究センター長＆主幹教授
≪参考≫
前回（2016 年）開催実績
・イベント名：
PVJapan2016
・会期：
2016 年 6 月 29 日（水） ～ 7 月 1 日（金）
・会場：
パシフィコ横浜 展示ホール C・D／アネックスホール
・主催：
一般社団法人 太陽光発電協会（JPEA）
・展示規模：
107 社／団体、346 小間
・来場者数：
25,123 名
（同時開催の第 11 回再生可能エネルギー世界展示会を含む）
・同時開催：
第 11 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）
「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 135 社（2017 年 6 月 6 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
PVJapan 運営事務局 （㈱日経ピーアール） 担当：小林・梶野
東京都千代田区内神田 1-6-10 笠原ビル 7F
TEL：03-6812-8694
E-mail: pvj@nikkeipr.co.jp
4

