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太陽光発電に関する総合イベント“PVJapan2014”
東京ビッグサイトでまもなく開幕
7月30日（水）から8月1日（金）開催、出展規模は160社、585小間
一般社団法人太陽光発電協会（略称：JPEA、代表理事：下村 節宏／三菱電機株式会社 取締役相談役）は、
7月30日（水）～8月1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“PVJapan2014”を開催いたします。“PVJapan2014”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、今
年で7回目の開催となります。今年も「再生可能エネルギー世界フェア2014」の名のもとに、「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）と同時開催いたします。
2014年の開催規模は下記の通りです。
 “PVJapan2014” 開催規模
 出展者数：160 社/団体（含 共同出展者）
 出展小間数：585 小間


「再生可能エネルギー世界フェア 2014」来場者数見込み
 来場者数見込み： 延べ 50,000 人

開催に先立ち、「再生可能エネルギー世界フェア 2014」としてのオープニングセレモニーを行います。
日時：2014 年 7 月 30 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
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。“PVJapan2014”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。
“PVJapan2014”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 56 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“PVJapan2014”では、会議棟および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。
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≪参加申込み受付中の講演・セミナー≫
【１】PVJapan エグゼクティブフォーラム
日時：7 月 31 日（木）13:00 ～ 15:00
場所：会議棟 1F レセプションホール B
参加料：無料（事前登録制）
日英同時通訳：有
◆＜特別講演＞技術を社会へ
中鉢 良治 氏／産業技術総合研究所 理事長
◆固定価格買取制度 ～2 年間の総括と今後への展望～
村上 敬亮 氏／経済産業省 経済産業政策局調査課長
（前 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）
◆これからの日本のエネルギーと太陽光発電
橘川 武郎 氏／一橋大学 大学院 商学研究科 教授
【２】専門セミナー＜技術＞
日時：7 月 30 日（水）13:00 ～ 16:30
場所：会議棟 1F レセプションホール B
参加料：無料（事前登録制）
日英同時通訳：有
◆太陽電池研究開発の最新動向と将来展望（13:00 ～ 14:30）
小長井 誠 氏／東京工業大学 大学院 理工学研究科 教授
◆太陽光発電システムが重要電源となるには？(15:00 ～ 16:30)
馬場 旬平 氏／東京大学 大学院 新領域創成科学研究科 先端エネルギー工学専攻 准教授
【３】専門セミナー＜ビジネス＞
日時：8 月 1 日（金）10:30 ～ 16:30
場所：会議棟 1F レセプションホール B
参加料：無料（事前登録制）
日英同時通訳：有
◆系統接続・設備認定に関するポイント解説（10:30 ～ 12:00）
市村 拓斗 氏／弁護士（元 再エネ特措法令立案担当者）
◆“農山漁村再生可能エネルギー法”について（13:00 ～ 14:30）
信夫 隆生 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
◆太陽光発電事業に対する資金調達手法と留意点（15:00 ～ 16:30）
工藤 禎子 氏／三井住友銀行 執行役員 成長産業クラスターユニット長 ほか
【４】国際セミナー
日時：8 月 1 日（金）10:00 ～ 15:30
場所：会議棟 1F 102 会議室
参加料：無料（事前登録制）
日英同時通訳：無
◆太陽光発電研究実施協定(PVPS)と PV 市場速報（10:10 ～ 11:00）
石村 正憲 氏／新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO） 新エネルギー部
太陽光発電グループ 専門調査員
◆欧州・米国・アジアの太陽光発電市場動向（11:00 ～ 11:55）
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
◆太陽光発電事業の海外展開に向けて（13:30 ～ 14:25）
吉江 歩 氏／国際協力銀行 インフラ・環境ファイナンス部門 原子力・新エネルギー部
第 1 ユニット／第 3 ユニット ユニット長
◆二国間クレジット制度（JCM）を活用した太陽光発電事業（14:25 ～ 15:20）
齊藤 聡 氏／みずほ銀行 グローバルプロジェクトファイナンス営業部 調査役
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【５】メインステージセミナー
◆住宅市場関連
・“太陽光発電協会 販売基準”作成の取り組み
・“表示ガイドライン”作成の取り組み
・太陽光発電設備の防火安全対策について／東京消防庁
・太陽光発電システムの直流電気安全性に関する基盤整備の概要／産業技術総合研究所
◆公共・産業市場関連
・“太陽光発電システム保守点検ガイドライン【10kW 以上の一般用電気工作物】”について
・太陽光発電システムの架台と基礎の設計に関するチェック項目について
・太陽光発電設備を見守る番犬“PV-DOG”のご紹介／日本気象協会
・太陽光発電事業の適切な導入に向けて
◆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
・太陽光発電の年報電子報告代行開始について
◆PV 施工技術者制度運営センター（Jcot）
・“PV 施工技術者制度”について ～認知度向上とさらなる展開～
“PVJapan2014”の詳細は、公式 Web サイト（http://www.jpea.gr.jp/pvj2014/）でご案内しています。
展示会入場事前登録およびセミナーなどの参加登録も公式 Web サイトで受付中です。
また出展者の出展内容や展示物の写真、連絡先などが記載された「出展者ページ」を検索できる Web サイト上
のガイドも公開中ですので、来場前の下調べにご活用いただけます。

“PVJapan2014” 開催概要
・
・
・
・

名称：
会期：
会場：
主催：

・

ロゴ：

・
・
・
・

開催回数：
Web サイト：
運営事務局：
同時開催：

PVJapan2014
2014 年 7 月 30 日（水）～8 月 1 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 1・2 ホール、会議棟
一般社団法人太陽光発電協会（JPEA）

第 7 回（2008 年より開催）
http://www.jpea.gr.jp/pvj2014/
PVJapan 運営事務局（TEL：03-6812-8694）
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）
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≪参考≫
前回（2013 年）開催実績
・イベント名：
PVJapan2013
・会期：
2013 年 7 月 24 日（水）～26 日（金）
・会場：
東京ビッグサイト 西展示棟 1・2 ホール、会議棟
・主催：
一般社団法人太陽光発電協会（JPEA）
・展示規模：
185 社／団体、579 小間
・来場者数：
45,308 名 （同時開催の再生可能エネルギー世界展示会も含む）
・同時開催：
第 8 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 156 社（2014/7/23 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
PVJapan2014 広報担当：小島、関口
東京都新宿区四谷 4-34 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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