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一般社団法人 太陽光発電協会について 

【 業種別会員構成 】 

会 員 数 ：１３８社 ・ 団体 
 

（2016年8月1日現在） 

公益・関連機関・団体 ４ 

セル・モジュールメーカー ２４ 

周辺機器・部品・素材メーカー ３８ 

販売・施工（ゼネコン・住宅 
・システムインテグレーター） 

５４ 

電力・エネルギー １１ 

その他 ７ 
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太陽光発電システムの特徴 

○環境負荷の少ない発電 
  CO2の排出が少なく、環境にやさしい 

○規模に関係なく発電効率 

が一定（分散型電源に適する） 

  太陽電池の設置面積により発電量が決まる 

○保守が容易、長寿命 

 

△発電が昼間に限られる 

△天候により発電量 

    が左右される 

天候（日射量と発電量） 

※出典：「原子力・エネルギー」図面 
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太陽電池の特徴 

太陽電池モジュール 

屋根形状への対応 
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住宅用太陽光発電システム 

屋根の上に取り付けた太陽電池モジュールによって発電し、その電力をパワーコンディショナで商用系統と同じ交流電力に
変換し、連系運転を行なう。太陽光発電から分電盤に送り込まれた電力は、家庭内の電気機器（負荷）で消費され
る。家庭内の負荷に対して太陽光発電からの電力が不足する場合は、商用電力系統からの電力で補われる（買電）。
また太陽光発電システムからの電力が負荷電力より大きく、余剰が発生した場合は系統側に送られる(売電) 

余剰売電 （自家消費優先） 

住宅用太陽光発電システム （容量１０ｋＷ未満） 

全量売電 

＜停電時の対応＞ 
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出典：経産省 ＨＰより 

再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度(FIT) 

東京電力エリアにおける 
住宅用太陽光発電の2016年度の 
買取制度に関して 
 
条件：余剰買取 
単価： ３１円/ｋＷｈ 
    （ダブル発電除く） 
買い取り期間： 10年間 

平成28年度（2016年度）買取単価 

住宅用 

産業用 

再生可能エネルギーで発電した電気を電力会社が
一定価格で買い取ることを国が約束する制度です。 
 
電力会社が買い取る費用を電気をご利用の皆様か
ら賦課金という形で集め、今はまだコストの高い再生
可能エネルギーの導入を支えていきます。 
 
この制度により、発電設備の高い建設コストも回収
の見通しが立ちやすくなり、より普及が進みます。 

「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」 
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住宅用太陽光発電の導入実績 
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ＺＥＨの概要 その1 

出典：経産省 ＨＰより 

ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）とは、住宅の高断熱化と高効率設備により、快適
な室内環境と大幅な省エネルギーを同時に実現した上で、太陽光発電等によってエネル
ギーを創り、年間に消費する正味（ネット）のエネルギー量が概ねゼロとする住宅です。 

経済産業省では、「2020年までにハウスメーカー等の建築する注文戸建住宅の過
半数でZEHを実現すること」を目標とし、普及に向けた取り組みを行っています。 
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ＺＥＨの概要 その２ 

再生可能エネルギーの中で、 太陽光発電が大きく期待されています。 
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ＺＥＨの年間エネルギー収支（簡易モデル） 
太陽光発電の立場で理解しやすいように「全電化住宅」で 簡易表示しています 
                                      ＜単位をkWh/年で共通化できるから＞ 

給湯 暖冷房 （家電） 
照明・ 
換気等 

一般的 
電化住宅 

ＺＥＨ仕様 
（省エネ） 

22％の省エネ 
 5000/6400＝７８％ 

6400kWh （2400kWh） 

年間消費電力量 
計：8800kWh 

5000kWh （2400kWh） 

  同 
計：7400kWh 

上記は代表モデルであり、実際には住宅の規模、プラン、使用する設備の内容により 
必要な再生可能エネルギー量は 変動します。 

給湯 暖冷房 （家電） 
照明・ 
換気等 

ＺＥＨ対象 

太陽光発電で５０００kWh／年の発電量を確保するには．．．． 
    約５ｋWの容量の太陽光発電システムが必要 

東京都エリアでは太陽光発電の容量１ｋWのシステムで 年間約1000kWh発電する 

市販されている平均的なパネル（サイズ １００ｘ１３５センチ）で 
1枚の公称最大出力が約２００W 
 ⇒このパネル25枚を使用すると 約５ｋW容量の太陽光発電システムになる。 

再生可能エネルギーで 5000kWh／年以上の電力（エネルギー）を創れば ＺＥＨを達成 
 ＜ 3750kwh／年以上であれば、 nearly ＺＥＨを達成 ＞ 
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実邸の太陽光発電システムの容量 

＜実邸の事例と容量＞ 

寄棟３kW 5.8kW 6.1kW 切妻 4kW 

○段違い屋根採用（大容量化） 
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部分設置 4kW 

○一般的な屋根 

○その他 

陸屋根 5.5kW 5.6kW 10.2kW 

ＺＥＨ実現には 太陽光発電パネルの屋根搭載に工夫が必要になってくる 



容量５ｋＷの太陽光発電システム 

＜5kW太陽光搭載邸の消費電力量と発電電力量の関係＞ 

 8月の晴天日の電力量収支 

発電量5000kWh／年の内訳 

①自家消費電力量：1800kWh 
②余剰電力の売電 ：3200kWh 

（容量５ｋWの場合） 
年間でみると 発電電力量の約６割を
売電することになる。 
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 １月の曇りの電力量収支 

季節（暖冷房の有無）や天候（日射量）の影響
で、自家消費電力量と売電電力量の関係は日ごと
に大きく変動します。 

１年間の合計値で評価すると 

kWh/日 発電 消費電力 自家消費
8月晴れ 29.4 18.4 8.0
1月曇り 10.9 37.8 6.6



太陽光発電の課題 

将来的に太陽光発電が大量導入された場合 
 
・昼間には 太陽光の発電を抑制する可能性がある 
 
・夕方、太陽光の発電量が急激に変動するので 
  系統の安定化対策が必要になる可能性がある 

太陽光発電の出力制御問題 

住宅用太陽光発電の固定価格買い取り制度（ＦＩＴ）適用期間終了後の対応 

電力会社が負担（回避可能費用） 約11円/kWh 

再エネ賦課金(電気代に賦課） 約20円/kWh 

売電単価3１円／kWh（2016年度：東電ｴﾘｱ）の内訳想定 

経産省は11年目以降は11円/ｋＷｈを示唆 

買い取り期間終了後（11年目～）は 余剰電力 
は自由市場での取引が想定される。 
 
売電するよりも、自家消費したほうが メリットがあるこ
とが想定される。 
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通称：ダックカーブ 

九州電力の電力供給（2016年5月4日） 
 

出典：九州電力 



５ｋＷ太陽光発電の経済性評価  

ＺＥＨに必要な容量：５ｋＷ  
 ⇒ 初期投資は 約210万円 

出典：経産省 
「調達価格算定委員会資料より」 

①住宅用太陽光発電
の調達費用 

②発電電力量の経済効果  
  （ＦＩＴ適用の10年間） 

③発電電力量の経済効果（11年目以降） 

電力量 
ｋＷｈ／年  

単価 
円/ｋＷｈ 

経済効果 
万円/年 

自家消費 1800 25 ※ 4.5 

売電 3200 31 9.9 

計 5000 13.9 

年間収支 

※ 東電メニューの昼間電力単価 

10年間で 約140万円の経済効果 

電力量 
ｋＷｈ／年  

単価 
円/ｋＷｈ 

経済効果 
万円/年 

自家消費 1800 25  4.5 

売電 3200 11 ？ 3.5 ? 

計 5000 8.0？ 

初期投資（調達費用）は回収できるのか？ 

11年目以降の売電単価不明なので回収可能年数も不明 
20年で回収はできそうか？ 

売電単価が安いのであれば、売らずに 
自家消費する方法も考えられる 

年間収支 
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自家消費型モデルへの展開 

太陽光の電力を 溜めて使う 

ＺＥＨ補助金の割増し 
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蓄電池と太陽光発電を併用した製品モデル 

太陽光発電やメーカーでも 自家消費型の蓄電池併用モデルが導入されている。 

各社ＨＰより 

太陽光発電電力の宅内での 
有効活用がキーポイントになる。 
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最後に！ 
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パンフレット 


