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     エネルギーの自由化を踏まえて 

わが家で太陽光発電をするなら Vol.２ 
 

はじめに 

太陽電池モジュール  太陽電

池セルを配列してパッケージ

したもので、「太陽光パネル」

とも呼ばれます。一般的な太

陽電池は電気的に性質の異な

る 2 種類の半導体を重ね合わ

せた構造で、太陽の光が当た

ると○＋と○－の電荷が発生しま

す。 

 

パワーコンディショナー 

太陽電池で発電した直流の電

気を、接続箱を通して「パワ

ーコンディショナー」に集め、

100ボルトの交流に変換して

分電盤に接続して、家電製品

が利用できるようにします。 

 

公益社団法人全国消費生活相談員協会 関東支部の自主研究グループ「エネルギー問題研究会」

は、2013 年 2 月に消費者向けのリーフレット「わが家で太陽光発電をするなら」を作成しまし

た。その後３年近く経ち、太陽光発電を取り巻く環境が変化したうえ、エネルギーの自由化が目

前に迫ってきたため、リーフレットの改訂版 Vol.２を作成しました。 

エネルギーの自由化については、日本経営史・エネルギー産業論がご専門で、現在、経済産業

省・資源エネルギー関連の審議会委員等を歴任されている、橘川武郎先生にご寄稿いただくこと

ができました。率直で私達にもわかりやすいご発言に感銘を受け、このリーフレット作成の主旨

をお話したところ、消費生活相談員の活動をご理解いただき、快諾いただけたものです。 

太陽光発電だけではなく、わが家のエネルギーを考える参考になれば幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

太陽光発電の仕組み 

 

モニター  今現在の発電量、使用電力、売電量、買電量が

わかります。家庭内で使用中の電力より多く発電した余剰

電力は売電ができ、曇りや雨で発電量が足りない時や、夜

間など発電しないときは今までどおり電力会社の電気を買

うことになりますが、売電量が目に見えるため、節電意識

が高まる効果があります。最近はスマートメーターや

HEMS（ヘムス）と連携するシステムが増えています。 

太陽光発電の一番の魅力は、余剰電力を買い取ってもらえて電気料金が節約できることでしょ

う。事業者に相談をすれば調査に来てくれて、発電量・売電量の見積もりや各種手続の代行をし

てくれますが、主体的に決めるためには、相談をする前に予備知識を持っておくことが大切です。

まず仕組みを理解しておきましょう。 
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平成 27 年度の価格表【買取価格 1kWh 当たり)】 

 

10kW 未満 

余剰買取 ダブル発電※・余剰買取 

出力制御対 

応機器設置 

義務なし 

出力制御対

応機器設置

義務あり※ 

出力制御対

応機器設置

義務なし 

出力制御対

応機器設置

義務あり※ 

買取価格 33 円 35 円 27 円 29 円 

買取期間 10 年間 10 年間 

＊北海道電力・東北電力・北陸電力・中国電力・四国電力・九州電力・

沖縄電力の需給制御に係る区域において、平成 27 年４月１日以降に接

続契約申込が受領された発電設備は、出力制御対応機器の設置が義務付

けられました。また、上記７社は、接続可能量が超過した時点で、指定

電気事業者になりました。指定電気事業者になる前に接続申込みされた

出力制御の上限は、年間３６０時間でしたが、指定電気事業者になった

以降の申込みは無制限無補償になりました。 

 10kW 以上※ 

平成 27 年 4/1～6/30 平成 27 年 7/1～ 

買取価格 29 円＋税 27 円＋税 

買取期間 20 年間 20 年間 

 

 

平成 28 年度以降は、資源エネルギー庁のホームページ、 

『なっとく「再生可能エネルギー」』の情報を参考に、 

買取価格を入れてみましよう！（＊URL は欄外を参照） 

平成  年度の価格表【買取価格 1kWh 当たり)】 

 

10kW 未満 

余剰買取 ダブル発電・余剰買取 

出力制御対

応機器設置

義務なし 

出力制御対

応機器設置

義務あり 

出力制御対

応機器設置

義務なし 

出力制御対

応機器設置

義務あり 

買取価格   円  円    円   円 

買取期間     年間 年間 

 10kW 以上 

  

買取価格      円＋税 円＋税 

買取期間   年間    年間 

固定価格買取制度 

固定価格買取制度（FIT）は、再生可能エネルギーの普及を目的に平成 24 年 7 月 1 日に法律が

施行され、買取制度が開始しました。早く導入した人が不利にならないように 1 年毎に買取価格

が見直されています。 

 

 

出力制御対応機器  

太陽光発電設備の発電量を遠隔操作

で制御できる設備。北海道電力・東北

電力・北陸電力・中国電力・四国電力・

九州電力・沖縄電力の区域が設置義務

の対象。 

東京電力・中部電力・関西電力の区域

は、今のところ５０kW 未満の場合は

出力制御の対象ではないが、将来的に

はわからない。 

 

 １０ｋＷ以上の場合  

個人でも１０ｋＷ以上であれば 20

年間の買取が可能。余剰又は全量買取

かは送電する配線によって異なる。た

だし、１０ｋＷ以上は補助金の対象外

となることが多く、設備費用の負担も

増える。また、一定の収入があれば納

税の対象となる。 

 

 

ダブル発電  

太陽光発電と蓄電池、エネファーム、

電気自動車等と併用することをいう。 

買取価格は低く設定されているが、そ

れぞれの助成金や優遇制度があるの

で、確認しておくこと。 

 

ダブル発電の対象となるもの  

《蓄電池》 

電気を貯めておき、貯めた電気を必要 

な時に使うことができる。 

《エネファーム》 

家庭用燃料電池・コージュネレーショ

ンシステム。都市ガス、ＬＰガス、灯

油などから水素を取り出し、空気中の

酸素と反応させて発電するシステム

で、発電時の排熱を給湯に利用する。 

《エコウィル》 

ガスコージェネレーションシステム。

ガスエンジンで発電し、排熱を利用し

て湯を沸かし、貯湯タンクにためてお

くシステム。 

《電気自動車》 

電気自動車を利用したシステムを利

用すると、深夜電力で充電されたバッ

テリーで住宅に電気を供給すること

ができる。 

 

＊エコキュートは、ヒートポンプ式電

気給湯器で、ダブル発電の対象外。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/kakaku.html 

 

 

http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/kakaku.html
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 【自治体の補助金】 

国の補助金（住宅用太陽光発電導入支援補助

金）は 2014 年 3 月で終了しましたが、自治

体の補助金は継続しているところがあります。   

例えば、東京都大田区で出力 3kW の発電シス

テムを取り付けた場合、東京都から 6 万円、大

田区から 15 万円、合計 21 万円が受け取れま

す。（2015 年 9 月現在） 

住所地の都道府県および市区町村の補助金の有

無や手続き等を確認しましょう。 

 

HEMS ってなに？ 

 Home Energy Management System の略

称が HEMS（ヘムス）です。家庭で使うエネル

ギーを「見える化」して節約するために「制御」

して使う管理システムです。家電製品や電気設

備をつないで電気やガスの使用量をモニター画

面などで「見える化」し、使用量を自動制御し

ます。見ることで自然に省エネ行動を取るよう

になるとされています。通信機能を持つスマー

トメーターをつなぐことで家庭と電力会社双方

で電気の使用状況が把握できます。インターネ

ットに接続するとスマホなどで家電製品を遠隔

操作できるようになり、節電が進みます。 

 反面、個人の電気使用量などがビッグデータ

として蓄積され、インターネットに接続される

とセキュリティや悪用などのリスクも考えな 

くてはならないと思います。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

【省エネリフォームの特別控除】 

 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の

所得税額の特別控除（省エネリフォームの投資

型減税）の対象になり、一定の省エネ改修工事

（太陽光発電設備の設置を含む）を行った場合

に、工事費の 10％をその年分の所得税額から

控除することができます。 

（財務省ホームページ参照）

http://www.mof.go.jp/tax_policy/summar

y/income/272.htm 

                      

                       

                            

                       

                      

                           

                      

                      

                      

                                                       

 

                         

 

 

                     

                       

                            

                       

 

                      

                           

                      

                      

                      

                                                       

 

                     

補助金・特別控除などの優遇制度 

信用できるメーカー・設置業者を選ぶために 

太陽光発電システムは寿命の長い商品なので、導入するなら信頼のおける事業者を選ぶに尽

きます。一般社団法人太陽光発電協会（JPEA）が作成したリーフレット「失敗しない太陽光

発電システム選び（始めようソーラー生活）」は、計画から運転開始までの流れや、事業者の

チェックリストなどが掲載されていて大変わかりやすいので、JPEA のご了解を得て紹介しま

す。是非ご参照ください。  http://www.jpea.gr.jp/pdf/start_panel.pdf 

 

ＨＥＭＳ 

 

火力・水力発電 

 

  

 

 

 

 

送 配 電

網 

太陽光発電 

 

風力発電 

 

スマートメーター 

サーバー 

インターネット 

蓄電池 

エコウィル 

エネファーム 

電気自動車 

 

太陽光パネル 

エ ア コ ン 

冷蔵庫 

照明器具 

テレビ 

 

パソコン 

スマートフォン 

 
 

http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/272.htm
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/272.htm
http://www.jpea.gr.jp/pdf/start_panel.pdf
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Ｑ１ 「このあたりで電化の工事をしています」

と言って訪問し、太陽光発電システムの導入

を勧めた。断ったが、「電気代も安くなるので

どうですか」などとしつこく勧誘を続け帰ら

ないので困った。 

 

Ａ 訪問販売の場合、特定商取引法に基づいて

勧誘に先立ち会社名と販売目的を告げなくて

はいけません。また断っているのに再勧誘を

することは禁止されています。消費生活センタ

ーに相談を。 

 

 

Ｑ２ 3 日前に訪問販売で太陽光発電システム

を契約した。「太陽光にすると、余った電気を

売ればお金が入るので 5 年で元が取れ、あと

は儲けになる」と言われ契約したが、本当だ

ろうか。 

 

Ａ 太陽光発電システムでは余剰電力は売電

できますが、それぞれ設置場所や条件等が

異なり、買取価格も下がってきています。根

拠のないセールストークにはご注意を。訪問

販売による契約なので 8 日間はクーリング・

オフで無条件に解除ができます。 

 

 

Ｑ３ 訪問販売で太陽光発電システムを屋根に

設置しても住宅メーカーの保証はそのまま受

けられると言われて契約した。後日住宅メー

カーに確認したら構造の強度が変わるので保

証は受けられないと言われたので解約したい。 

 

Ａ 住宅メーカーの保証が付いている場合は、必

ず自分で保証が継続するかどうか確認しまし

ょう。セールストークを鵜呑みにしないで。 

    

 

 

Ｑ４ 国から補助金が出ると勧められ、蓄電池

を勧誘された。太陽光発電システムを設置し

ているのでお得に使えると言われたが、本当

か。 

 

Ａ 太陽光発電と蓄電池を組み合わせると無駄

がないようにも思えるが、ダブル発電になると

売電価格が安くなるなどリスクもある。慎重に

検討を。 

 

 

Ｑ５ 300 坪の農地を一部のみ使用している。 

電話で不動産業者から太陽光発電パネルを設 

置するために農地を借りたいと勧誘された。 

２０年の定期借地契約で地代は年 18 万円だ。 

問題はないか。 

 

Ａ 農地は税制面で優遇されているが、今後も

同じように扱われるのか、確認するよう助言し

ました。 

  

  

こんな相談がありました 

太陽光発電システムと自然災害 

今年は全国各地で想定外の台風などの自

然災害が目立ちました。地球温暖化の影響と

も考えられますが、強風や竜巻などでソーラ

ーパネルが飛ばされた等のニュースがあり

ました。 

主に平らな場所に置いてあるパネルが被

害に遭っているようですが、技術力のある信

頼できる施工業者を選ばなければならない

と思います。 

 



5 
 

 

ｖｖｖｖｖｖｖｖｖｖｖｖｖｖｖｖｖｖｖｖｖ

ｖｖｖｖｖｖｖｖｖｖｖｖｖｖｖｖｖｖｖｖｖ 

 

 

２０１６年４月に、電力小売の全面自由化が

実施されます。２０００年から電力小売の自由

化の範囲は大口から徐々に拡大されてきました

が、ついに今回、自由化部門の電力量が１００％

になります。「全面自由化」という表現を使うの

は、そのためです。 

 １９５１（昭和 26）年の電気事業再編成以

来、日本の電力業は、「９電力体制」（88 年の

沖縄電力の民営化以降は「10 電力体制」）のも

とで営まれてきました。９（10）電力体制は、

㊀民有民営、㊁発送配電一貫経営、㊂地域別９

（10）分割、㊃独占、という四つの特徴をもち

ますが、来年の電力小売全面自由化によって、

㊂と㊃は終結することになります。小売全面自

由化は、わが国の電気事業のあり方を大きく変

えるものなのです。 

 地域別分割と市場独占を完全に廃止する全面

自由化後の日本の電力市場では、これまで大口

の自由化部門で事業を展開してきたＰＰＳと呼

ばれる新電力会社が、新たに自由化される小口

の家庭用などの分野にも進出します。小口市場

の開放を機に、異業種から参入も相次ぎ、ＰＰ

Ｓの事業者数は増加し、事業活動も活発化する

ことでしょう。 

 一方、それ以上に注目されるのが、既存電力

会社の他地域への進出です。とくに、電力需要

が集中する首都圏エリアへ向けては、これまで

営業基盤としてきた東京電力の弱体化もあって、

中部電力・関西電力・九州電力など多くの電力

会社が進出する準備を進めています。これに対

抗して、東京電力は、東海圏や近畿圏への逆進

出を図る動きを見せています。これらの既存電

力会社による他地域への進出は、すでに小口販

売ノウハウを身につけている事業者の市場参入 

 

 

 

 

 

である点から、電力小売全面自由化後の競争の

本命となる可能性があります。 

 さらに、忘れてはならないのは、電力小売全

面自由化を受けて、２０１７年には都市ガス小

売全面自由化が実施されることです。それを機

に、これまで大口市場に限定した形で行われて

きた電力会社とガス会社との競争が、小口市場

まで含めて全面化することになります。このよ

うに、来年実施される電力小売全面自由化の影

響は、きわめて大きいのです。 

 ２０１６年の電力小売全面自由化および 20

年の発送電分離によって、小口契約者を含む電

力需要家が自由に電力会社を選択できるように

なることは、間違いありません。この点は、電

力システム改革の大きな成果です。 

 一方で、小売全面自由化と発送電分離によっ

て電力料金が低下するかについては、残念なが

ら、必ずしもそうなるとは限りません。自由化

とは市場に任せることであり、市場では需給関

係によって価格が決まるからです。現時点で電

力は、どちらかといえば供給過剰ではなく供給

不足の状態にあり、このままでは全面自由化後、

電力価格が上昇に向かうおそれを否定できませ

ん。 

 たしかに全面自由化直後には、競争の激化に

ともない、電力料金は低落するでしょう。しか

し、その後、中長期的には料金のゆるやかな上

昇が生じる可能性は高いのです。電力自由化で

先行した諸外国の事例でも、そのような現象は、

しばしば観察されてきました。 

 電力システム改革によって必ずしも電力料金

が低下するわけではないのは、小売全面自由化

と発送電分離によって、発電設備を新増設する

ための投資が抑制されるおそれがあるからで

自由化したら私たちのエネルギーはどうなるの? 

  東京理科大学大学院イノベーション研究科教授 橘 川 武 郎（きっかわたけお） 
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す。投資抑制が起これば、電力需給はひっ迫し、

料金値上げ圧力が生じます。このような事態を

避けるためには、発電投資を活性化する施策を

講じる必要があります。 

 もう一つ、電力および都市ガスの小売全面自

由化に関連して、気になることがあります。そ

れは、小口の家庭用市場が規制部門であった時

には封じ込められていた悪質な勧誘などが、活

発になるおそれがあることです。悪質勧誘によ 

 

 

自由化によって電気やガスの料金が安くなれ

ば嬉しいですが、そうとは限らないようで、逆

に競争激化による様々なトラブルが予想されま

す。電気とガスや、通信契約など様々なサービ

スとセットになって、サービスの内容が複雑に

なり、電気・ガス料金が単純に比較できない、

自分には必要のないサービスが付加されていた、

そのサービスを解約するための窓口がわからな

い、高額な解約損料がかかる等々です。 

自由化を目前に控えて、今、私たちができる

ことは、現在どのような使い方をしているのか、

月々の使用量と料金を把握しておくことだと思

います。その上で、電気やガス会社を変更した 

場合どのようなメリットがあるのか、付加サー 

 

 

ビスは本当に必要か、〇年間は解約できない、

高額な解約損料が発生するなどのデメリットは

ないかなど、わかりやすい説明と書面の交付を

求め、納得できるまでは契約をしない慎重さが

必要です。 

太陽光発電の売電先についても、自由に選択

できるようになります。目先の価格だけに惑わ

されないで、その会社がどんな会社なのかを見

極めて、自分の価値観に合う会社と契約するよ

うにしましょう。 

この様に主体的な選択ができる「消費者力」

が、本当の意味の競争を促し、事業者を育て、

消費者に自由化の恩恵をもたらすのではないで

しょうか。 

 

 

 

 

・一般社団法人太陽光発電協会（JＰＥＡ）  設置までの流れなど基礎知識が得られる。 

PV 施工技術者認定制度を運営。  太陽光発電消費者相談センター  ☎ ０３-６２０６－１１８７              

・住まいるダイヤル（公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター）  

☎ ０５７０-０１６-１００  雨漏りなどのトラブル相談、見積りチェックなど。 

・経済産業省資源エネルギー庁 ☎ ０５７０-０５７-３３３ 固定価格買取制度について詳細がわかる。 

・電力取引監視等委員会 相談窓口 ☎ ０３－３５０１－５７２５ 小売供給契約のトラブル等の相談。   

・消費者ホットライン  ☎ １８８  地域の消費生活相談窓口につながる。 

 

 

   

 

 

る消費者の被害は、小売全面自由化が先行して

実施された LP ガスについて、一部ではありま

すが、すでに発生しています。電力・都市ガス

の小売全面自由化をきっかけにして、LP ガス

まで含めて、適切な取引の仕組みを確立する必

要があります。事業者には、料金表やサービス

内容を公表するなどして、取引内容を透明化す

ることが、強く求められています。 

 

 

 
エネルギーの自由化に備えて、私たちはどうしたら良いの？  
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