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はじめに

卸電⼒10倍に高騰︕悲鳴の声︕

2021年冬に、目を疑うような記事がネットニュースで流れてきました。10倍︕なるわけないでしょう︖と最初は思いました。
よく記事を読んでみると、すべての電気料⾦ではなく
新電⼒会社との契約のなかで「市場連動型」というプランで契約している⼈が対象でした。

新電⼒会社とは、2016年4⽉より法律の改正より全⾯⾃由化され、電⼒の販売に参⼊した会社のことです。
今では、大小合わせて1000社以上の企業が参⼊しています。
しかし、そのほとんどが発電設備を持っていないので、⽇本卸電⼒取引所というところから電気を仕⼊れ、利益をのせて
販売しています。

「市場連動型」プランの場合、仕⼊れに連動するプランなので、
仕⼊れが10倍になったため・・・ 電気料⾦も10倍になってしまったわけです。悲鳴の声になりますよね。
今回の原因は、厳しい冷え込みが続き需要が増え、⽕⼒発電所の燃料である天然ガスの⾼騰が原因といわれています。

電気料⾦については、次の章で詳しくお話します。

家計の中で、⼀定の割合を占める電気料⾦・・コロナ禍で請求書をみてビックリ︕という⽅も多いと思います。



私事で恐縮ですが、我が家の電気料⾦についてお話します。

家族構成 妻・犬2匹
やまと（柴犬４歳）イケメン性格いいが持病（アトピー）持ち
小春（コーギー３歳）かわいいが吠えグセあり。 極端な暑がり。

愛犬が持病持ち・極端な暑がりということもあり、夏はエアコン24時間つけています。

こわいのが電気代︕８⽉などは２万円超えてしまいます(-_-;) 我が家にとっても電気代は悩みのタネです。 節電しようがないので・・・

えっ、太陽光発電つけてないの︖っとツッコミを入れられそうですが、
残念ながら、我が家はマンションです。一軒家ならな〜といつも思っています。
夢は小さくてもいいので一軒家を購入して太陽光発電をつけることです（笑い）

遅くなりましたが、自⼰紹介します。
株式会社ジラフ・コーポレーションの代表 原一州(ハラ カズクニ）と申します。
私自身は、今ほど太陽光発電が身近なものではなかった18年前より販売に携わり、８年前に今の会社を法⼈化しました。

今までに私個⼈で、500件以上の設備の導入のお手伝いをさせて頂きました。

18年前を振り返ると、
太陽光発電が身近なものではないうえに、私自身、右も左もわからない状況でしたので失敗の連続でした。

お客様の質問にも、答えられないことも多くメーカーに問い合わせてお答えすることがたびたびありました。恥ずかしながら知識不足でした。
工事も、近くでできるところがなくメーカーの紹介で大阪からきてもらってました。
打ち合わせ不足のため、設置部材が違い当⽇に工事ができずお客様にご迷惑をおかけしたこともありました。
アフターメンテナンスもメーカーに依頼すると何⽇もかかることもありました。心苦しく、フットワークよく対応できないことも悩みでした。

そうした苦い経験のおかげで、改善を繰り返し今では、最適な太陽光発電・蓄電池導入のお手伝いができるようになったと自負しています。

フットワークよく対応できるよう、自社施工・アフターメンテナンス体制を整え対応しています。
現地調査〜アフターメンテナンスまですべてを完結する事で、専門店としての地位も確⽴しています。



菅総理が、「2050年カーボンニュートラル宣⾔」をしました。

2050年までに温室効果ガスの排出を国全体として0にすることを宣⾔しました。
その政策として「海上風⼒、さらには太陽光も含め住宅などについて徹底した再エネを考えている」と述べました。

そのことで、太陽光発電は再び注目されています。
近い将来、新築住宅には太陽光発電を義務化との報道もあります。

でも、その太陽光発電どこで設置すればいいの︖

お客様には、検討しているけどネットで調べても「いろいろな情報があり混乱してしまう。」とよく⾔われます。

太陽光発電・蓄電システムは、個々のお宅に合わせてつくる「オーダーメイド」であり設置工事を伴う「住宅設備機器」です。
このことから、お客様の要望をくみ取った提案（最適機器の選定）が必要です。

さらに「住宅設備機器」ですので、「適正な工事」と「アフターメンテナンス」が必ず必要です。

太陽光発電・蓄電システムは正しく導入すれば、価値ある機器ですが、「失敗・後悔」している方がいるのも事実です。
今でも、国⺠生活センターに太陽光発電に関する苦情・相談が寄せられています。

また当社に寄せられる相談内容を⽐べて⾒ても、「失敗には共通点」があります。

後悔の太陽光発電・蓄電システムとならない為に失敗事例も具体的にお話しします。

太陽光発電・蓄電システムの仕組みについても「基礎の基礎」からお話します。そんなこと知ってるよ︕と思われる方もいると思いますが、
「基礎が大切」ですので、復習の意味でもお付き合いください。

さらに・・・
設置業者を⾒極める3つのポイントと15の質問

成功する太陽光発電・蓄電システム5つのステップ・・・ と進みます。

是非このレポートを最後まで読んでいただき、適切な太陽光発電・蓄電システムの導入のお役にたてれば幸いです。



第1章 電気料⾦・値上がり3大要因

電気料⾦について詳しく知ろう︕

電気料⾦について計算の単位からお話します。 電気料⾦の単価はｋＷ／ｈで計算します。

1ｋＷは、1000Ｗです。hは、1時間です。
わかりやすく説明すると消費電⼒が1000Ｗのエアコンを1時間使うと1ｋＷ／ｈの電気を使用したことになります。
1ｋＷ／ｈの電気料⾦は、各電⼒会社・各料⾦プランにより異なりますが平均で27円ぐらいです。

例えば・・・
消費電⼒1000Ｗのエアコンを24時間つけっぱなしで使用すると・・・

27円×24時間＝648円 となります。

＊エアコンで消費電⼒1000Ｗは15年ぐらい前の者です。最新のものだと消費電⼒８００Ｗぐらいです。（8畳用）

1ｋＷ／ｈが27円ぐらいとお話ししましたが、
もっと掘り下げて説明します。

中国電⼒の場合、原⼦⼒発電はすべて停⽌していますので、ほとんどが⽕⼒発電です。
燃やす燃料は、⽯炭・重油・天然ガス等です。

製造原価は、当然変動しますが1ｋＷ／ｈあたり12円ぐらいと言われいます。
原⼦⼒発電での原価は1ｋＷ／ｈあたり10円ぐらいです。（廃炉費用・燃料処理費用含まず）

発電所で直接電気を使うわけではないですよね。

電線を通して、運ばなければ使えません。そこにも費用が発生します。

その費用のことを託送料⾦と呼びます。中国電⼒の場合1ｋＷ／ｈあたり平均9.12円です。新電⼒会社も中国電⼒に託送料⾦
を⽀払っています。その費用は電柱・電線の維持管理として使われています。



まとめると

販売電気料⾦＝製造原価 + 託送料⾦ + 会社経費・利益 となります。

新電⼒会社は、発電設備を持っていないところが多く
⽇本卸電⼒取引所というところから電気を仕⼊れています。1ｋＷ／ｈの仕⼊れ価格は、需要と供給のバランスにより変動
します。そのことが原因で、前の章でお話ししたような悲劇が起きたわけです。

さらに、すべての電気料⾦に再エネ賦課⾦がプラスされます。

正確には、再生可能エネルギー発電促進賦課⾦といいますが、
再生可能エネルギー（太陽光・風⼒・バイオマスなど）の固定価格買取制度
によって電⼒の買取に要した費用を、電気購⼊者が使用量に応じて負担する
ものです。

固定価格買取制度は、再生可能エネルギーの普及促進のために導⼊された制度
です。

当初は、1ｋＷ／ｈあたり0.22円でしたが、毎年上昇し2021年度は1ｋＷ／ｈあたり

3.36円となっています。2030年には4円を超えると言われいます。

再エネ賦課⾦をプラスすると・・・

平均27円 + 3.36円 ＝ 30.36円ｋＷ／ｈ となります。

最終単価ｋＷ／ｈ × 使用量 ＝ 購⼊電気料⾦ となります。 中国電⼒・新電⼒で様々な料⾦プランがあり
使用量・ライフスタイルよって選べますようになっています。

電気料⾦の仕組みについて説明しましたが、

では、その電気料⾦は今後どうなっていく可能性が⾼いかについて
お話します。



2011年東⽇本大震災が発生したことがきっかけで、電気料⾦が大きく変わりました。

福島で起こってしまった原発事故をきっかけに、
全国で原⼦⼒発電所の停⽌が相次ぎました。中国電⼒管内の原⼦⼒発電所もすべて停⽌しました。

その影響で電気料⾦は、大幅に値上がりしました。最大で25％上昇しました。
その後⼀時的に⽯油価格の下落なども関係して下がりましたが、再び上昇しています。

さらに、昨今のコロナの影響です。

コロナの⼀時的な終息で、需要が大幅に増え供給出来ず
すべての燃料が、世界で争奪戦となり急⾼騰しています。

電気料⾦も2021年度だけで20％以上値上がりしています。

今後の電気料⾦値上がりの3大要因についてお話しします。

① 再エネ賦課⾦の上昇

電気料⾦に再エネ賦課⾦が加算されるようになったのは2012年からです。
2012年は、0.22円ｋＷ／ｈでしたが2021年には、3.36円ｋＷ／ｈまで上昇しています。
2030年には、4円以上ｋＷ／ｈになると言われいます。

請求書のなかに再エネ賦課⾦の欄がありますので、気をつけてみてみてください。400ｋＷ／ｈのお宅だと、1334円が
再エネ賦課⾦として加算されています。

再エネ賦課⾦の上昇は、確定要因です。

② 託送料⾦の影響

送配電網の利用料⾦のことです。
地域ごとに決まっている託送料⾦を負担しなければなりません。中国電⼒管内の場合2021年平均9.12円ｋＷ／ｈです。



あまり知られていないことですが、
2020年より原⼦⼒発電所の廃炉費用の⼀部も託送料⾦に加算されています。

その他に、送配電網の維持費用も、
電柱などの設備も⽼朽化しているものも多く、交換費用等を考慮すれば上昇の可能性が⾼いと言われいます。

③ 燃料調整費の影響

2022年現在、中国電⼒管内では電⼒構成のほとんどが⽕⼒発電が占めています。
重油・⽯炭・天然ガスが燃料です。

すべて輸⼊に頼っている為、産油国の情勢・世界に需要や為替の影響をダイレクトに受けます。
その調整弁としてとして「燃料調整費」があります。プラスの時もマイナスの時もあります。

コロナ禍の世界需要が少なくなった時は、マイナスでしたが、
コロナが⼀時終息し、経済再開で需要が増大した今では燃料が急⾼騰していますので、燃料調整費も大きくプラスされています。

化⽯燃料はすべて、世界で争奪戦となっており近い将来1バーレル200ドルなんて恐ろしい報道もされています。
供給を増やせばといいという話しになりますが、世界の脱炭素の流れからそれも難しいのが現実です。

諸事情により、燃料の価格とともに変動するために安定しません。
世界の脱炭素の流れから、上昇傾向にあると言えます。

公的研究機関「⼀般財団法⼈ 電⼒中央研究所」 年2％上昇と予測

2012年から⽐較して2030年の電⼒単価はどれくらい上昇するかについて
公的研究機関「⼀般財団法⼈ 電⼒中央研究所」では、次の様に予測し、発表しています。

・経済が⾼成⻑の場合 年2.9％
・経済が標準的な場合 年2.0％
・経済が低成⻑の場合 年1.2％

以上の要因で、電気料⾦⾼騰のリスクがあるわけです・・・



産業界からは、このまま電気料⾦が値上がりすれば他国との競争⼒が失われる為、
原⼦⼒発電所の再稼働を強く要望しているとの報道もあります。

確かに、発電原価だけみれば原⼦⼒発電所が優位といえます。
そこには、昨今の安全設備対策費用・廃炉費用・燃料処分費は含まれていません。
その費用をだれが負担するかといえば、国⺠ということになるので・・・

どうでしょうか︖

東⽇本大震災の福島原⼦⼒発電所の事故のように、
⼈々の生活さえ奪ってしまうわけですから、再稼働が容易ではないわけです。

さらに加わるのが、環境問題です。

菅総理は、2050年までに温室効果ガスの排出を国全体としてゼロにすること宣言しました。
「カーボンニュートラル宣言」温室効果ガスの排出削減は、世界の潮流ですので、当然といえる宣言です。

その宣言を受け、コストと環境の両⾯から検討のうえ「ＲＥ100宣言」をする⽇本企業も増えてきています。

「ＲＥ100」とは、

事業活動にもちいるすべてのエネルギーを再生可能エネルギーより調達し、
温室効果ガスの排出をゼロをめざすことを宣言している企業。

米アップル社は、すでに「ＲＥ100」を達成しており、
サプライヤーに対しても「ＲＥ100」を求めています。

部品製造の段階でも温室効果ガスをださない、温室効果ガス排出ゼロの製品をめざしています。

⽇本でも、
この流れはドンドン拡大すると思われます。

家庭での温室効果ガスの排出ゼロにすることも、大切です。
次の章でお話して⾏きます。



第1章まとめ

「再エネ賦課⾦」・「託
送料⾦］・「燃料調整
費」の影響で電気料⾦
は、どこまで上がるの

か︖⾒当もつきません。

仮にいくらあがったとして
も電気を使わない生活

はありえません。

太陽光発電の電気は、
「再エネ賦課⾦」・「託
送料⾦」はいりません。

燃料は、タダなので

「燃料調整費」

も関係ありません。

でも、太陽光発電は

「壊れるでしょ︕」

「台風で飛んでいかない
の︖」

「本当にもとがとれる
の︖」

次の章で説明します。



第2章 基礎からわかる太陽光発電・蓄電システム

太陽光で電気をつくりためて賢く使うエコライフ

今では、太陽光発電・・・太陽光で電気を創るんでしょ。と皆さん知っていますが、

太陽の光で電気を創り、その電気で生活できるようになると30年前に知った時には衝撃でした︕
太陽光電気で・・・セイカツ︖︖︖ って感じです（笑い）

⽇本ではじめて住宅に太陽光発電が設置されたのが1992年です。
その後技術も進歩し、今では太陽光で電気を創るだけではなく蓄電地にためて使えるようになり
電気の⾃給⾃足も可能になっています。

とはいえ、まだまだ誤解の多い機器であることも事実です。

・10年ぐらいで、壊れるでしょ︕

・あんな⾼いもの・・・元が取れないでしょ︕

・屋根に⽳をあけるから、⾬漏りするよ︕

・台風で⾶んでいくよ︕

等、いろいろな声が聞かれます。

誤解を解くために、仕組みから順番にわかりやすく説明します。

「仕組みをよく理解する」ことが、失敗しないためのスタートになりますので聞いてみてください︕



太陽光発電のしくみは、

① 電気をつくる（太陽電池モジュール・パネル）

太陽光エネルギーを電気エネルギー（直流電⼒）
に変換します。

② 電気を集める（接続箱）

太陽電池モジュールで発電した電気を集め、
パワーコンディショナーに送ります。

③ 電気を変換する（パワーコンディショナー）

太陽電池モジュールで発電した直流電⼒を
家庭でつかう電気（交流電⼒）に変換します。

④ 電気を送る（分電盤）

変換された電気は、分電盤から家庭内の電気製品に送られます。

⑤ 電気を測る（売電メーター）

家庭内で使い、余れば売電しメーターで計測します。 蓄電地の仕組みは「蓄電池編」でお話します。

太陽電池モジュールは、太陽電池をたくさんつなげたものです。
⼀番小さな単位を「セル」といい、その「セル」を板状につなげたものを「モジュール」と呼びます。

太陽光パネルの発電性能を表す指標として⼀般的使われているのが、
「モジュール変換効率」です。効率が⾼ければ⾼いほど⾼性能といえます。
1平⽅メートルあたりの太陽光エネルギーを、どれだけ電⼒エネルギーに変換できるかが、効率の指標です。

太陽光があたると、光のエネルギーを吸収して電⼦が動きだし、
Ｐ型シリコン半導体はプラスになり、Ｎ型シリコン半導体はマイナスになります。
つまり乾電池と同じ状態となり、電線でつなげれば電気が流れます。



何枚かの太陽電池パネルの電気をまとめてケーブル（電線）で接続箱に送ります。

例えば15枚のパネルを屋根に設置した場合

・5枚のグループを3つつくる・・・3回路

・7枚と8枚のグループを2つつくる・2回路

と分けることを、回路分け・系統分けと呼びます。 設置⽅位・勾配が違うパネルは、同じ回路にすることはできません。
回路ごとに接続箱につなぎ、ひとつにまとめてパワーコンディショナーに送ります。
7枚と8枚のように枚数が違うと、回路の電圧が違うため電圧を同じにするため昇圧回路付接続箱が必要となります。

パワーコンディショナーは、家庭で使う交流電⼒に変換し分電盤に送ります。

今では、接続箱・昇圧器を内蔵したものが多くなっています。⾊々な回路に対応できるのでマルチパワーコンディショナー
と呼ばれています。以前は室内用でしたが、今では室外用が主流となっています。（塩害地域除く）

直流電⼒をどれぐらい交流電⼒に変換できるかを、電⼒変換効率といいます。
電⼒変換効率96.5％以上のものが多くなっています。

パワーコンディショナーから分電盤に電気を送り、
分電盤から家庭の電気製品を使います。

使いきれず、余った電気は⾃動的に売電となります。

⽔が⾼いところから低いところへ流れる原理と同じで、
住宅側の電圧を⾼めに設定しているため、電柱側に電気が流れる
ようになります。従って操作は、不要です。

売電メーターで計測し、売電量に応じて中国電⼒より売電料⾦が振り込まれます。

あらかじめ電⼒会社に申請し、電⼒会社の設備に接続します。
このことを、系統連係と呼びます。

電⼒会社の許可がおりなければ、勝手に接続することはできません。
電圧設定置も電⼒会社より指⽰されます。その指⽰に従がい設置します。



天気は、常に変化しているので発電量も変化します。

専用のモニターで⾒ることができます︕

今まで電気料⾦を払うだけだったものが、
電気の⾒える化で、楽しくなったとの声も多くあります。

各メーカーより、太陽電池パネルの大きさや容量は違います。

300Ｗのパネルを例にとってお話します。
10枚設置すれば・・・300Ｗ × 10 ＝3000Ｗ 3ｋＷのシステム
20枚設置すれば・・・300Ｗ × 20 ＝6000Ｗ 6ｋＷのシステム となります。

3ｋＷのシステムなら3ｋＷ、6ｋＷのシステムなら６ｋＷ 快晴なら発電するんですよねって聞かれますが、

最大でも、太陽電池容量の70〜80％となります。

温度損失 パネル温度が上がれば、損失が多くなります。

パワコン損失 変換時に損失が発生します。

配線損失 電気の特性で損失が発生します。

汚れの損失 受光⾯の汚れで損失が発生します。

上記の損失を計算に⼊れると

6ｋＷのシステムで・・ 70％だとすると 4.2ｋＷです。
快晴が1時間続けば4.2ｋＷ/hの電気が創れます。



快晴が続いたとしてもずっと同じ発電量ではありません。
なぜなら、太陽は動いているからです。光の当たる角度でも発電量が違ってきます。

季節にもよりますが、1⽇快晴で
6ｋＷのシステムで、1⽇の発電量が30ｋＷ／ｈぐらいでしょうか︖

⼀番発電量が、多い季節は春です。先程お話ししましたが、夏はパネル温度が上昇し
温度損失があるため、春のほうが発電量が多くなります。

曇りや⾬でも発電は0にはなりません。夜があければ少なからず発電します。
曇天の⽇でも6ｋＷのシステムで3〜5ｋＷ／ｈぐらいです。
パネルの上に雪が積もった状態だと、発電量は0になります。

太陽光発電の最大のデメリットは、
発電が、天気・季節に左右され発電が⼀定しないところです。

しかし、⽉間・もっとながい・・年間でみればある程度同じ発電になります。
各メーカーの発電シミュレーションで確認することができます。

過去29年間の気象データ（⽇照）をもとに、
温度損失係数・パワコン損失係数・その他損失係数を考慮した
各メーカーシミュレターで算出されます。

同じ容量のシステムでも、地域・屋根向き・屋根勾配などで発電量は変わります。

広島市と松江市では、同じ向き・勾配でも松江市（年間発電量）のほうが15％ぐらい少なくなります。

同じ広島市でも、南向きと⽐べると東・⻄向きは、やはり15％ぐらい発電量が少なくなります。
屋根勾配でも、発電量が変わります。

太陽光発電導⼊検討での1丁目1番地は、発電シミュレーションです。
正確な情報をもとに算出されているか︖・・の確認が必要です。

さらに、影の影響（⼭・建物・電柱）考慮する必要があります。南⾯が影になる場合、かなりの発電量低下となるため、
おススメはできません。北⾯も基本的に不可です。



次は、太陽光発電よくある質問に答えたいと思います。

Ｑ 何年使えるの︖

Ａ 太陽光発電システムは、おおよそ30年です。
ちなみに、1966年⻑崎県尾上島灯台に設置された太陽光発電
は50年以上稼働していますので、控えめな数字です。

各メーカー発電出⼒保証つけていますが、25年以上がほとん
どです。最⻑で30年です。

パワーコンディショナーは電気製品ですので15年程度です。
システムを30年使うとしたら1回は交換が必要です。

蓄電地は寿命がながいもので12000サイクルです。
1⽇1回、充放電を繰り返すとして計算すると・・・12000÷365＝32.8 約30年となります。

Ｑ 台風で⾶んでいかないの︖

Ａ 建築基準法の基準で施工していますので、屋根ごと⾶ばない限り大丈夫です。
万が⼀被害が出たとしても⾃然災害保険（15年）に加⼊しますので補償期間であれば、補償されます。
その他、⾃然災害でも補償されます。詳しくはお問い合わせください。

Ｑ ⾬漏れしないの︖

Ａ はい、しません。
「ずさんな工事で⾬漏り」という話しはないわけではありませんが、メーカー施工ＩＤを持った⼈が施工基準通り施工
すれば、ほぼ皆無です。3重に防⽔対策されています。



Ｑ 売電単価が下がったからダメでしょ︖

Ａ 売電単価は、毎年下がっています。2021年度単価は、19円ｋＷ/hです。固定価格買取制度のはじまった2012年単価は、
42円ｋＷ/hでしたので、確かに半分以下に下がっています。
設備の導⼊費用はどうでしょうか︖ 標準的な5ｋWで⽐較すると・・・ 2012年 約320万（税込）
2021年 約140万（税込）となります。設備の導⼊費用も半分以下となっています。⼀概にはいえませんが、

設備の償却年数も短くなっています。

また売電ではなく、ためて使える蓄電池を組み合わせることで売電単価は下がっても大丈夫です。

結論をいいますと・・・

太陽光発電システムは「30年間 電気を創り続けててくれる⾃家発電所」となるわけです。
もちろんアフターメンテナンスは必要ですが・・・。

正しく導⼊すれば価値ある設備ですが
少なからず、失敗・後悔している⼈がいるにも事実です。

太陽光発電・蓄電システムは、何度も導⼊できるものではありません。
そして、ほとんどの⼈がはじめての導⼊になります。
次の章では、実際にあった失敗事例をお話しします。

⾞のように試乗したり、洋服のように試着したりすることはできません。

だからこそ失敗事例から学び・・・
検討していただければと思います。



第3章 実際にあった失敗事例

失敗事例から学ぼう

前の章でもお話ししましたが、
太陽光発電・蓄電システムは、ほとんどの⼈がはじめての導⼊になると思います。

実際にあった失敗事例・相談例から学び・・・
よく理解し、回避することで導⼊検討にお役⽴てください︕

国⺠生活センターんは、太陽光発電・蓄電システムについての相談が、毎年2000件以上寄せられるそうです。
以下は、国⺠生活センターに寄せられた相談実例です。

・「売電で、約2万のローンが払えると言われ契約したが、
多い⽉でも1万程度しか売電がないので解約したい。」

・「モデルで特別価格と言われ契約したが、⾼かったので解約したい。」

・「3か⽉前に契約したが、パネル容量が⾒積りと異なり、メーカーも変更すると言われた
ので解約したい。」

・「太陽光発電システムを取り付けたが、工事がずさんで⾬漏りした。」

・「販売業者と連絡がつかない。」

国⺠生活センターに寄せられた相談では、販売⽅法・契約に関するものが多くなっています。

なかでも、訪問販売での契約の相談が大半を占めています。訪問販売がすべて悪いわけではありませんが、
残念なことに、悪質な手法を使う販売業者が少なからずいる事が相談件数からみると明らかです。

悪質業者の場合は売上最優先で、「売り手側の論理でオーバートーク」になっています。
それも、会社でトークをマニュアル化して指導をしている販売会社もあるようです。



価格も⾼いから悪いわけではありませんが、
言葉巧みに、いかにもお得かのように思わせることは問題です。

しかし、これらの失敗を回避することは⽐較的簡単です。うまい話しに乗らないことです。
また、契約を執拗に迫ったり即決を求める場合も要注意です。

このような言葉を使う業者さんには、⼀発退場してもいましょう。
このような業者は、淘汰され少なくなりましたが、太陽光発電業界発展の為にも絶滅してほしいものです。

問題なのが、悪意はないものの知識不足・経験不足の為、
結果的に間違った提案になってしまっている業者さんいることです。後で具体的にお話しします。



工事での⾬漏りの相談がありましたが、笑えませんよね。どのような工事をしたら、⾬漏りするのか不思議です。
今では、⾬漏りするような手抜き工事なないと思いますが、工事の失敗事例は多数あります。

・「配管がぐねぐねでヘビのようで愕然とした。」のでやり直すようお願いしたが、「こんなもんだ。」と言われた。

・設置場所を確認せずに勝手にパワーコンディショナーを設置された。

・工事が終わって⾒てみると、提案されたレイアウトと違っていた。

・勝手に、となりの敷地に梯⼦をかけトラブルになった。

お客様は知らないかもしれませんが、プロの目から⾒ると問題ありの施工事例もあります。

・パネルが屋根からはみだしている。（メーカー保証対象外となります。）

・屋根のパネルのすき間が、異常にある。（間違った架台を使用している）

・安価な配管部材を使用しているので、配管がわれている。

太陽光発電・蓄電システムを永く安心して使うには、

施工工事は、大変重要ですので後で詳しくお話しします。



業者と連絡がつかないというのは、倒産でしょうね。

帝国データバンクの調べでは、太陽光発電関連の倒産は、2020年度で84件です。2019年度は減少しましたが、
再び増加傾向となっています。

工事補償もなくなり、アフターメンテナンスも受けれないので、お客様にとっては問題は深刻です。

世間で問題になった倒産例をみても、

・相場とかけ離れた“激安価格”のアパート建設会社が・・・階段が崩落し死者がでたことで倒産。

・檜4寸柱を使った“激安住宅”を謳った住宅建設会社が・・・お⾦だけもらい、建物が完成しないまま倒産。

企業は、利益あってこそ存続できることは言うまでもありません。
また工事を伴う建築関係は、薄利多売商法には向いていません。

”激安価格“響きはいいですが、危険もはらんでいます。
太陽光発電関連の倒産をみても、価格競争に巻き込まれた財務の破綻がほとんどです。

太陽光発電・蓄電システムの導⼊も、安い⽅がいいに決まっていますが、

あまりにも、相場とかけ離れた激安価格は避けたほうが無難といえます。

次に当社に実際に寄せられた相談例・・・商談時の実例のなかで、
失敗するであろうと思われた例を具体的にお話します。

商談時に他社との競合は、いつものことです。

各社、設計図⾯を作成し、発電シミュレーションをもとに経済メリットをご提案します。
たまーに、設計図⾯なしの説明のみという業者さんもいますが、悪質業者に分類されるので論外です。

その設計図⾯の⽅位・勾配が正しく記載されていないことがあります。
正確には、南東向きのはずが南向きで設計されていたりします。
ネット激安業者の場合、経費削減のため現地調査をせず建物図⾯のみで設計するのでこうしたことが、おきるわけです。
現地調査をしない限り、正確な屋根材・影の影響等もわかりません。



悪質業者のなかには、
故意に東向きを南向きに・・・地域を発電量の多い地域に・・・
にして発電量の⽔増しをしているところもあります。

こうなると、発電シミュレーション⾃体が非現実的（ウソ・現地調査なし）スタート時点で失敗となります。

経済的メリットをあらわす経済シミュレーションも、
個々の家庭の使用量を把握してないと出せません。

売電量は、当然各ご家庭の使用量に応じて変わり
ます。

その使用量を考慮せず、
⼀律の使用割合で出された経済シミュレーション
も多くあります。

Aさん・Bさん・Cさん
使用量ちがうのに同じシミュレーション︕︖
おかしいですよね。

今では、売電単価（19円ｋＷ/h）より使う電気（平均27円+3.36円再エネ賦課⾦ｋW/h）のほうが⾼いので、
たくさん家庭で使うように計算したほうが経済メリットが⾼くなります。

競合した時に、他社のほうが経済メリットが⾼かったので⾒せてもらうと・・・
家庭での使用量が70％で計算されていました︖︖︖

ヒアリングした結果、使用量は20％程度でした。故意なのか︖無知なのか︖は、わかりませんが間違った提案です。

結果、シミュレーションと違うという失敗となります。
本来、経済シミュレーションは現状（使用量・使用割合）を把握し提案するものです。

また現状と、将来のライフスタイルもヒアリングしてのご提案が大切だと考えています。



あとは、⽀払いに関することでちょと怖い話しがありましたので紹介します。

他社では、経済メリットで手出しなしでローンを払えると説明されたいました。
当社のシミュレーションでは2000円の手出しとなっていました。

あれれ・・・ということで、シミュレーションを⾒せてもらうと、15年（180回）払いになっていました。

固定価格買取制度の期間は、10年です。この固定価格買取制度の期間は、⼀切説明されていませんでした。
10年後からは、買取単価は下がります。（中国電⼒の場合 7.15円ｋW/h）

そのことから、太陽光発電単体の場合は10年払いの提案が親切だと思います。
15年払いが悪いわけではありませんが、10年後から負担が増えることをきちんと説明するべきです。

そのことは、⼀切説明がなく手出しがないことを強調されたそうです。悪質ですね。

⽀払いの内容もよく確認しないと失敗となります。

以上、失敗の実例をあげてお話ししました。

次の章では、

業者を⾒極める⽅法・・・
具体的にチェク項目を設けて、⾒極めができる⽅法についてお話しします。



第4章 業者を⾒極める3つのポイントと15の質問

太陽光発電・蓄電システムは、

大手家電量販店・ハウスメーカー・リフォーム会社・大手販売会社・ガス会社
さまざまなところで取扱いされています。なぜかお墓屋さんにも、太陽光発電取扱いののぼりが⽴っています（笑い）

どこで頼んでいいのか︖迷ってしまいますよね。

マイボイス社の「太陽光発電」に関するインターネット調査（10852件回答）で、太陽光発電導⼊にあたって
不安点はなにか︖の問いに、

「初期投資を回収できるか︖」「費用対効果はどうか︖」が上位にきているそうです。

そのあたりも、業者さんの提案が本当なのか︖
⾃分でも判断できるよう15の質問（チェク項目）を設けました。

① 設計（発電計画）本当に正しく計画されているか︖

② 提案内容 要望や条件にあったものになっているか︖

③ 工事内容 適正な工事・アフターメンテナンスは大丈夫か︖ の順番でお話しします

まず設計（発電計画）ですが、
現地調査をしたうえで作成されたものかどうか︖が重要です。

建物図⾯のみでは、正確な⽅位・屋根材・影の影響等は把握できません。
正確でない情報をもとにした設計では、スタートでつまずいてしまいます。

また正確な⽅位は、⾃分ではかり把握しておくとよいと思います。
スマホのアプリで簡単にはかれます。」



影の影響は、実際にみてもらうほかありません。
障害物を設計図⾯に⼊⼒し、予想発電量を計算するシステムも登場しています。

現地調査は、1丁目⼀番地ですので、
現地調査を実施したうえで作成された発電シミュレーションであることを確認のうえ、下記項目にチェクを⼊れてください。

□ 設置図⾯に記載されている屋根材は間違いないか︖
屋根材により取り付け部材も違い、⾒積り⾦額も変わってくるため確認が必要です。

□ 発電シミュレーションは、地域・⽅位・勾配が正しく記載されているか︖
さらに、メーカー・機種も確認してください。

□ 建物・電柱などの影の影響について、説明されたか︖

正確な発電シミュレーションがでれば、次は経済メリットがどれくらいあるか︖
を正確に知ることが大切になります。

この経済的メリットも、
業者さんの提案を鵜呑みにせずに、⾃分でも計算してみてください。

まずは、検針票でどれぐらいの使用量（ｋW/h)なのか︖確認してみて
ください。検針票がない場合は、電⼒会社のWebから⼊り確認できます。

その中で、太陽光発電が発電する時間（平均で朝7時〜⼣⽅6時）に、
どれぐらい電気を使用するのか︖ある程度の使用量を算出してみてください︕

昼間、留守であれば電気を使うのは冷蔵庫ぐらいです。(1時間あたり100W~200W)

ペットのためにエアコンをつけている・熱帯魚を飼っている。などの場合は別ですが。

共働きで、昼間ほとんどいない家庭の場合、
昼間の使用量は、⽉間80ｋW/h〜120ｋW/hぐらいです。

昼間在宅で、エアコンをつけてテレビを観たりパソコンを使う
家庭だと、⽉間200ｋW/hを超える家庭もあります。冬場にエアコンとあわせてホットカーペットなどを使うと、
昼間だけでも⽉間で300ｋW/hを超える家庭もあります。



太陽光発電の発電量は、季節・天候により変動します。
当然、電気の使用量も季節等によって変動するため、経済的メリットは⼀定ではありませんが、
下記の考えて⽅で算出できます。

①太陽光発電の発電量 ○○ｋＷ/h

②⾃宅での使用量 契約単価（ｋW/h)×使用量=○○円

③蓄電池での使用量 契約単価（ｋW/h)×使用量＝○○円

④ ①－②ー③ 売電量 17円/kWh×売電量＝○○円

経済的メリットは②+③+④＝○○円で算出できます。

悪質業者の場合は、
売電で・・・
経済的メリットで・・・ 「設備のローンが払える」が常套トークになっていますので、注意が必要です。

下記の項目をチェクしてください︕

□ 経済シミュレーションは、電気使用量・使用割合を反映されたものになっているか︖
あらかじめ、ご家庭での使用量・使用割合を把握しておくことが大切です。

□ メリット・デメリットは説明されたか︖
屋根⾯積・電気使用量によっては、ご家庭での使用量を賄えない等、メリットが充分でない場合もあります。

□ 価格は妥当か︖
価格設定は各社さまざまです。価格=価値ですので、⾼いから悪い・安いからいいわけではありませんが「適正価格」
は、あります。当然、過度に⾼額であれば市場から⾒放してしまいます。し、反対に激安でも内容が伴わなければ同じ
ことが言えます。
経済産業省が、太陽光発電システムの2021年相場価格を算出し、発表していますので参考にしてください。



5.0kWのシステムで、137.5万円/kWあたり27.5万円 と発表しています。
当然、設置容量・屋根材・メーカーにより異なりますが参考価格として目安にするといいと思います。

さらに、確認が必要なのが、

□ 経済産業省・電⼒会社もきちんと説明されたか︖
中国電⼒へ系統連係の書類を提出し、許可が出たら経済産業省に申込みをし、認定されれば工事可能となります。

□ 有償・無償の保証内容をきちんと説明されたか︖
メーカーにより、保証内容・期間(有償・無償）が異なります。
⾃然災害補償・工事責任補償についても、確認が必要です。

□ 契約をしつこく迫ったり、急がせたりしてないか︖
納得して導⼊することが大切です。疑問点をしっかり説明してくれる業者を選びましょう。

□ クーリングオフの説明はされたか︖
訪問での契約では、契約⽇から8⽇間は無条件解約できます。
クーリングオフの説明は、法律で義務付けられています。説明しないことは、法律違反ですので論外です。

次は工事内容に進みますが、
費用対効果で費用は、価格ですが効果は、設備が何年使えるか︖になります。
永く安心して使うには、適正な工事とアフターメンテナンスが重要です。

□ 国の建設業登録・メーカー認定「施工ID」を所得しているか︖
メーカーにより、施工法が異なるので各メーカーの「施工ID」が必要です。

□ 具体的な施工⽅法をきちんと説明されたか︖
現場に⽴ち会わない営業・経験不足の営業は、細かい施工⽅法の問いには、
答えられないことが多いと思います。

□ 機器の設置場所・配管経路等説明されたか︖
工事後に変更はできないので、確認が必要です。

□ 工事保険に加⼊しているか︖
工事下請け業者ではなく、契約会社が加⼊しているかの確認が必要です。



□ アフターメンテナンス・定期点検の説明はされたか︖
口約束ではなく、書⾯で確認しましょう。

以上ですが、
15の項目に1つでもチェクがはいらない場合は、その業者さんでの導⼊は避けた⽅がいいかもしれません。

次は最終章です。

「成功する太陽光発電・蓄電システム5つのステップ︕」です。



第5章 成功する太陽光発電・蓄電システム5つのステップ︕

上記は、当社で実際に太陽光発電・蓄電システムを導⼊した⼈の喜びの声です︕

太陽光発電・蓄電システムには、⾞や洋服のような派手さはありません。
欲しくて・・・欲しくて・・・という商品でもありません。

が、実際に導⼊した⼈の満足度は⾼いと感じます。「⾃宅で⾃然エネルギーをつくる喜び・つかう喜び」
今まで、使い払うだけの苦痛の電気料⾦が・・・
モニターで、(発電量・使用量が観れる）電気のみえる化で楽しみにかわり、
節電意識も芽生え、⾃然と節電につながった。と言う声も多くあります。

さらに、「⾃然エネルギーを使う」・・・「環境にいいものを使う」・・・
ことで、経済的メリットだけではなく、目にみえない生活の豊かさを感じると言われる⼈もいます。

今後もこの喜びの輪をどんどん広げていけたらと思っています。順をおってお話ししましたが、
「成功への5つのステップ︕」でまとめてみます。



① 正しい発電計画
1丁目1番地、ここからがスタートです。

② どれぐらいの発電所(容量・メーカー)が最適か知る
現在の使用量・使用割合、将来のライフスタイルまで考慮した選定が必要です。

③ 適正な施工
寿命を大きく左右します。⾃社施工を選ぶことが賢明です。

④ 保守点検・アフターメンテナンス ⑤ ①〜④までトータルで完結できるところを選ぶ
永く安心して使うには、必要です。

各⽐較を下記表にまとめました。 ○ できる △ どちらともいえない ×できない

発電計画 最適機器 適正施工 保守・アフター
メンテナンス

トータル
で完結

大手家電
量販店

○ △ △ △ ×

大手
販売会社

○ △ △ × ×

ハウス
メーカー

△ △ △ ○ ×

リフォーム
会社

△ △ △ △ ×

ネット
激安店

× △ × × ×

地域
専門店

○ ○ ○ ○ ○



大手家電量販店は、大手で安心ですが、
現地調査・工事ともすべて下請け業者です。実情を把握しているのは下請け業者のみです。

担当店員の⼈は、太陽光発電・蓄電システムは知識として知っていますが、
導⼊したお客様の生の声を聞くことはありません。ので下請け業者に丸投げといっても過言ではありません。

大手販売会社では、
販売には⼒を⼊れていますが、工事に関してはほとんど下請けですので、
アフターメンテナンスも期待できません。

ハウスメーカー・リフォーム会社も取扱いはしてますが、経験豊富とはいえません。

ネット激安販売の場合、
激安には激安の理由あり。現地調査なし、工事⽴ち合いなし、アフターメンテナンスも外注まかせ。
しかし、1円でも安く導⼊したい⼈には向いているかもしれません。

以上⽐較しましたが、

当社では、

現地調査➡ ご提案➡ 工事下⾒➡ 工事⽴ち合い➡ 定期点検➡アフターメンテナンス

⼀⼈専任制で担当しています。
担当者がすべてを、把握していますので安心してお任せいただけると思います。

関わる⼈が増えれば増えるほど、伝言ゲームのように間違った伝わりかたになってしまいます。
責任の所在もはっきりしない為、トラブルの原因になりかねません。

私⾃身も500件以上、⼀連の流れを経験していますので、
お客様の生の声を数多く聞いています。

お叱りの声もありますが、
圧倒的に喜びの声のほうが多くあります。

だからこそ、⾃信を持って導⼊のお手伝いをさせていただけると⾃負しています。



最後に、メーカーにつてお話しします。

国内メーカーでは、
・シャープ ・パナソニック ・⻑州産業 ・京セラ ・ソーラーフロンティア ・ネクストエナジー ・DMM

他、海外メーカーです。各メーカー特徴があり、どこのメーカーがいいかは⼀概に言えません。

大手販売会社は、戦略的にメーカーを絞っていますので、売り手側の論理でメーカーを勧めているケースが多くみられます。
なぜ、そう思うかと言うと・・・各社パネルの寸法が違います。屋根の大きさも違います。
この屋根に個のパネル・・・︖︖ 他のパネルだともっとピッタシ載るし美観もいいのになあ。と思うことがよくあるからです。

当社では、各メーカーIDを所得し施工可能ですが多数ご提案しても、お客様も迷ってしまいます。
ので、屋根寸法と適切な容量を考慮しメーカー機器を選定しご提案しています。

・なぜこのメーカーにしたのか︖ ・なぜこの容量にしたのか︖をご説明しています。
他の要望があれば、再考し別ご提案をするようにしています。

提案されるメーカーが1社のみで、
メリットをあまりにも強調される場合、注意が必要です。

⾼効率・⾼発電パネルも過度に強調し勧める業者さんもいますが、
狭い屋根でできるだけ多くの発電量を得たい場合には、有効ですが、大きな屋根であれば、必ずしも⾼効率パネル
でなくても発電量は確保できます。

各、お家の屋根寸法・適切な容量・美観等に合わせてメーカーを選ぶことが正解です。

メールでの無料相談・シミュレーションは、いつでも受け付けていますのでお気軽にお問い合わせください。

⼀軒でも多く、笑顔の太陽光発電・蓄電システムの導⼊が
増えることを祈って終わりにします。



おわりに
地球温暖化の影響といわれる
夏の連⽇３５℃超えの気温。昨今の台風被害。100年に1度といわれる豪⾬被害も毎年のように起きています。

今回の新型コロナウイルスだけではなく、
シベリアの永久凍土が、温暖化の影響で融けはじめており、土のなかに眠っていた古代ウイルスが出現する
のではないかという話しもあります。

このような状況のなか、
世界では温室効果ガスの排出の削減が必須とされ、
⽇本でも菅総理が2020/10の臨時国会で「2050年カーボンニュートラル宣言」を宣言しました。

その実現策として、洋上風⼒発電・太陽光発電・蓄電システムの普及促進。
地熱発電・⽔素の開発などがあげられています。

家庭においては、
⾃宅で電気を創り、ためて賢く使う・・・
さらに電気⾃動⾞の電気も・・・・ があたり前の時代がくると思われます。

微⼒ながら、
太陽光発電・蓄電システムの導⼊および省エネ対策のお手伝いをさせていただければと思っております。

無料相談・シミュレーションは、
メールで受け付けていますのでお気軽にお問い合わせください。

株式会社ジラフ・コーポレーション

代表取締役 原 ⼀ 州


