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一般社団法人 太陽光発電協会

太陽光発電に関する総合イベント“PVJapan2016”
パシフィコ横浜でまもなく開幕
6月29日（水）から7月1日（金）開催、出展規模は107社/団体、346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、6月29日（水）～7月1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“PVJapan2016”を開催いたします。“PVJapan2016”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「PVJapan2016」と「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）を、
「再生可能エネルギー世界フェア2016」の名のもとに同時開催いたします。

“PVJapan2016” 開催概要
・
・
・
・
・
・

名称：
会期：
会場：
主催：
入場料：
ロゴ：

PVJapan2016
2016 年 6 月 29 日（水）～7 月 1 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
一般社団法人 太陽光発電協会（JPEA）
無料

・
・
・
・
・
・
・
・

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：

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 9 回（2008 年より開催）
http://www.jpea.gr.jp/pvj2016/
PVJapan 運営事務局（TEL：03-5657-0763）
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）
107 社／団体（含 共同出展者）
346 小間
延べ 40,000 人（「再生可能エネルギー世界フェア 2016」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。“PVJapan2016”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。
“PVJapan2016”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 14 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
“PVJapan2016”では、アネックスホールのセミナー会場の他、展示会場内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・イベントを開催いたします。

≪講演・セミナー内容≫
【１】エグゼクティブフォーラム
日時：6 月 29 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）
◆FIT 制度改正と太陽光発電の更なる導入拡大について
松山 泰浩 氏
経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー部・新エネルギー部 新エネルギー対策課長
◆電力システムのデジタライゼーションと分散型システムとの統合に向けて
岡本 浩 氏 氏
東京電力ホールディングス株式会社 常務執行役 経営技術戦略研究所長
◆走る蓄電池～エネルギーの地産化により高まる電気自動車の価値～
矢島 和男 氏
日産自動車株式会社 ＥＶ・ＨＥＶ技術開発本部 アライアンス グローバル ダイレクター

【２】専門セミナー＜ビジネス＞
日時：6 月 30 日（木）10：15～16：50
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）
◆住宅用太陽光発電の展望 ～ZEH の次にくるものは？～（10:15~11:00）
塩 将一 氏／積水化学工業株式会社 住宅カンパニー 広報・渉外部 技術渉外グループ長
◆官民連携による再生可能エネルギー地産地消への取り組み（11：25～12：10）
北村 武之 氏／株式会社浜松新電力 取締役
◆かながわスマートエネルギー計画の推進について（12：35～13：20）
天野 一 氏／神奈川県 産業労働局 産業部エネルギー課長
◆日本の基幹電源・太陽光発電の未来（13：45～14：30）
鈴木 伸一 氏／株式会社エクソル 代表取締役社長
◆電力広域的運営推進機関とは～再生可能エネルギー事業者と広域機関の関わり方～（14：55～15：40）
下村 貴裕 氏／電力広域的運営推進機関 事務局長補佐
◆EV 用リチウムイオン電池のリユース技術（16：05～16：50）
天野 展宏 氏／フォーアールエナジー株式会社 開発本部 本部長
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【３】専門セミナー＜技術＞
日時：7 月 1 日（金）10：15～16：50
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）
◆太陽電池研究開発の最新動向と将来展望（10：15～11：00）
小長井 誠 氏／東京都市大学 総合研究所 特任教授
◆屋外における太陽光発電システムの健全性評価技術について（11：25～12：10）
植田 譲 氏／東京理科大学 工学部電気工学科 講師
◆太陽光発電における国際標準化の動向について（12：35～13：20）
吉田 功 氏／一般社団法人日本電機工業会 新エネルギー部 技術課 課長
◆電力インフラを支えるパワーコンディショナの役割と可能性（13：45～14：30）
川上 勝史 氏／SMA ジャパン株式会社 サービスダイレクター 兼 テクニカルダイレクター
◆再生可能エネルギー大量導入を可能とする電力システムのあり方について（14：55～15：40）
安田 陽 氏／関西大学 電気電子情報工学科 准教授
◆太陽電池アレイ用支持物設計標準（JIS C 8955）の概要について（16：05～16：50）
西川 省吾 氏／日本大学 理工学部 教授

【４】国際セミナー
日時：7 月 1 日（金）10:00 ～ 15：30
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）
【第 1 部】
◆JCM（二国間クレジット制度）の取組み状況（10：10～11：00）
水野 勇史 氏／環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 市場メカニズム室 国際企画官
◆世界の太陽光発電市場の最新動向と展望（11：00～11：50）
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
◆海外自由化市場の事業環境の変化と日本の電力市場の展望（11：50～12：40）
笹俣 弘志 氏／A.T.カーニー株式会社 パートナー、アジア太平洋
【第 2 部】
◆フィリピン太陽光発電市場調査報告（14：00～14：50）
上野 啓／JPEA 国際部会 副部会長
◆アジア太平洋 PV 産業協議会総会及び SNEC2016 視察報告（14：50～15：30）
吉田 一之／JPEA 国際部会 部会長

【５】メインステージセミナー
日時：6 月 29 日（水）～7 月 1 日（金）
場所：展示ホール内メインステージ
◆住宅市場関連／一般社団法人太陽光発電協会 住宅部会
・「太陽光発電協会 表示ガイドライン」の改訂について
・「太陽光発電システム保守点検ガイドライン【住宅用】」の改訂について
◆公共・産業市場関連
・太陽光発電の O&M の現状について
・廃棄物埋立処分場等への太陽光発電導入促進事業のご紹介／環境省
・ひまわり８号を活用した日射量推定技術のご紹介／日本気象協会
◆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
◆PV 施工技術者制度管理センター（Jcot）
・「JPEA 認定・PV 施工技術者のいる PV 事業者」のご紹介
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≪「再生可能エネルギー世界フェア 2016」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：2016 年 6 月 29 日（水）9:30～10:00
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：2016 年 6 月 29 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
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
梶原 成元 氏／環境省 地球環境局長
11：00 ～ 11：30 基調講演 1「エネルギー自立型住宅・ビル・街の実現に向けて」
黒岩 祐治 氏／神奈川県知事
11:30 ～ 12：00 基調講演 2 「未来の社会を彩る再生可能エネルギー技術の挑戦」
瀬川 浩司 氏／東京大学先端科学技術研究センター 教授
≪参考≫
前回（2015 年）開催実績
・イベント名：
PVJapan2015
・会期：
2015 年 7 月 29 日（水） ～ 7 月 31 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：
153 社／団体、527 小間
・来場者数：
37,402 名
（同時開催の第 10 回再生可能エネルギー世界展示会を含む）
・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）
「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（2016 年 6 月 15 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 JTB コミュニケーションデザイン PVJapan 運営事務局 担当：内山・西潟
東京都港区芝 3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング
TEL：03-5657-0763
E-mail：pvjapan@jtbcom.co.jp
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