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太陽光発電の電力を固定価格で買い取る国の

図１ 太陽光発電の１日の発電・消費のイメージ

制 度 に お い て、 買 取 期 間 が 満 了 す る 家 庭 が

太陽光発電の発電電力

2019 年 11 月以降順次出てきます。これは、
2009 年 11 月に始まった「余剰電力買取制度」

消費電力

余剰電力
を売電

と、この制度を引き継いで 2012 年７月から始
まった「再生可能エネルギーの固定価格買取制

深夜

度」
（FIT : Feed In Tariff）
（ 以下、FIT）に基づ
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くものです。買取期間が満了することを、FIT

筆者作成

を「卒業する」ことになぞらえて、「卒 FIT」と呼

2012 年７月には、この制度を引き継ぎ、買
い取りの対象を太陽光のほかに風力、
中小水力、

ぶこともあります。
本稿では、この買取期間満了後の消費者の選
択肢や、これからの住宅用太陽光発電について

バイオマス、地熱による電力に拡大した FIT が
スタートしました。
FIT における太陽光発電電力の買取価格と期

整理します。

間は、10kW 未満の場合と 10kW 以上の場合

制度の概要

で異なります。住宅に設置されるシステムの多

太陽光発電の普及拡大を目的として、2009

くは 10kW 未満であることから、10kW 未満

年11月にスタートした
「余剰電力買取制度」
は、

を
「住宅用」
「家庭用」
、
10kW以上を
「事業用」
「産

太陽光発電で作られた電力のうち、自分で消費

業用」
と呼ぶこともあります。

をした（自家消費）分を差し引いた電力
（余剰電

買取価格は、太陽光パネルの価格などのシス

力）を、一定期間・固定価格で買い取ることを

テム導入にかかる費用をもとに国が決定しま

電力会社に義務づけたものです
（図１）。

す。表１は、2009 年度から 2019 年度までの

表１ 買取価格の推移
（10kW 未満 ･ ダブル発電なし※）
年度
買取価格

（円 /kWh）

2009

2010

2011

2012

2013

2014

48

48

42

42

38

37

2015

2016

2017

2018

2019

33

31

28

26

24

35

33

30

28

26

2015 年度以降の上段は出力制御対応機器の「設置義務なし」、下段は「設置義務あり」の価格。
2019 年度は、北海道、東北、北陸、中国、四国、九州、沖縄電力の供給区域において出力制御対応機器の設置が義務づけられている。
※売電中に蓄電池やエネファーム（家庭用燃料電池）などによる発電がない。
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図２ 住宅用太陽光発電システム費用平均値の推移

買取価格（10kW 未満）
を示しています。
買取期間は、10kW 未満が 10 年間、10kW

（万円 /kW）

以上が 20 年間、10kW 未満の買い取りは余剰
電力のみですが、10kW 以上は余剰電力または
発電量全量買い取りのどちらかを選択できます。

46.5

40

43.1

25

下、賦課金）として、電力の使用者全員が使用量

を中心に買い取り量が増加したことから、賦課

45

全体

43.2
40.5 39.8
41.5
38.5 37.7
39.1
36.7 35.8

30

用は、
「再生可能エネルギー発電促進賦課金」
（以

ます。事業用の大規模な太陽光発電による電力

47.9

35

FIT において電力会社が買い取りに要した費

に応じた額を電気料金の一部として負担してい

50

37.4
36.3
35.0

既築

新築

37.3 35.8
36.1
34.1
34.4
32.2

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018（設置年）

〜2014 年：
（一社）
太陽光発電協会太陽光発電普及拡大センター補助金交
付実績データ
2015年〜：定期報告データ
（2015 年の新築・既築価格は、2014 年の全
体に対する新築・既築それぞれの価格の比率を用いて推計）
出典：調達価格等算定委員会
「平成31年度以降の調達価格等に関する意見」

金単価も上昇しています。FIT開始から約２年が
経過した 2014 年度の単価は 0.75 円 /kWh で

て住宅だけでなく、システムを設置した集合住

したが、2019 年度は約４倍の 2.95 円 /kWh に

宅もあり、共用部の照明などの電力として使用

なっています。

したり、各戸に分配したりしています。

このような国民負担の増加や、大規模な太陽
光発電に偏った再生可能エネルギーの導入、

買取期間満了後の選択

FIT の認定を取得しているにもかかわらず運転

国の買取制度が始まった 2009 年 11 月から

が開始されていない設備があるなどの課題を踏

10 年が経過し、2019 年 11月以降、買取期間が

まえ、改正法（通称：改正 FIT 法）が 2017 年４

満了する家庭が順次出てきます。2019 年
（11、

月に施行されました。太陽光発電に関しては、

12 月分）
は 53 万件、2023 年までに累計で 165

認定取得から運転開始までの期限が設定され、

万件に上るとされています。
買取期間満了後は、電力会社による買取義務

超過した場合の措置などが盛り込まれました。

がなくなるため、余剰電力をどうするかを設置

住宅用太陽光発電の普及

者自身が選択する必要があります。
選択肢には、

買取制度や補助金制度が後押しとなり、住宅

①小売電気事業者と契約して売電する ②蓄電

用の太陽光発電システムの導入件数は、2017

池などと組み合わせて自家消費を増やすなどが

年度までに累計約 238 万件に達しています。

あります。

この間、設置にかかる費用も低減してきました。

①小売電気事業者と契約して売電する

図２は、2012 年から 2018 年までのシステム

小売電気事業者
（既存の電力会社を含む）と個

費用（工事費を含む）
の推移を示しています。ま

別に契約し、余剰電力を売電する方法です。各

の向上も図られ、それに伴い

事業者から買取価格を含めたプランが公表され

同じ出力を得るために必要なパネル面積も小さ

ています。契約者を自社の電力購入者や自社の

くなりました。デザイン性も向上し、屋根材の

住宅オーナーに限定する、自社の電力購入者に

上に架台を取りつけ、その上に太陽電池を設置

対して高い買取単価を設定する、スーパーマー

する「屋根置き型」
に加えて、太陽電池と屋根材

ケットで使えるポイントを進呈するなどのサー

が一体となった
「屋根建材型」
もあります。戸建

ビスを付加するなどさまざまなプランがありま

た、変換効率

＊１

＊１ 太陽電池に入射した光のエネルギーのうち電気エネルギーに変換された割合。
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す。資源エネルギー庁のウェブサイト
「どうす

確認も必要です。サイクル数は、充放電が何回

る？ ソーラー」 には、買取事業者の一覧が掲

できるかを示すもので、１回の充電と１回の放

載されており、契約できる地域やプランの概要

電を１サイクルとしています。

＊２

を見ることができます。

蓄電池の購入に際しては、2019 年度は国の

各事業者のプランを見ると、契約期間の多く

補助金制度＊３ があるほか、地域によっては自

が１～２年間で、以降は１年ごとの自動更新に

治体の制度があります。また、蓄電池をリース

なっています。初回契約期間が「FIT 買取期間

する事業者もあります。

満了日の翌日から満了日の翌日が属する年度の

蓄電池購入によるコスト試算の結果は、太陽

末日まで」の場合、例えば 2019 年 11 月に満了

光発電の発電量、家庭での電力の使用量や使用

の家庭は 2020 年３月末日に期間が終了しま

時間帯、蓄電池の容量、購入電力の単価などに

す。示されている買取単価もこの契約期間にお

よって異なります。蓄電池の販売事業者などに

けるもので、以降の単価は変わる可能性がある

よる試算は、その前提条件等を確認する必要が

ことを認識しておきましょう。この点以外に、

あります。

契約が自動更新になっている場合、継続しない

電気自動車やプラグインハイブリッド車に搭

旨の申し出はいつまでにする必要があるか、契

載されている蓄電池
（バッテリー）
に余剰電力を

約手数料や解約料の有無なども確認する必要が

貯めることも可能です。家庭用蓄電池を購入す

あります。

る必要がなく、家庭用蓄電池よりも多くの電力

②蓄電池などと組み合わせて自家消費を増やす

を貯めることができます。使用するには車と住

余剰電力を蓄電池などに貯めて、貯めた電力

宅をつなぐための設備 V2H
（Vehicle to Home

を夜間などに使用する方法です
（図３）。

の略）
が必要です。このほか、エコキュート（自

家庭用の蓄電池は複数メーカーから販売され
ており、それぞれ仕様が異なります。貯めて使

然冷媒ヒートポンプ給湯機）のお湯を余剰電力
で沸かすという使い方もあります。

用できる電力量（実効容量（kWh））、充電に要

なお、蓄電池などを設置して自家消費量を増

する時間、サイズ、重量、設置場所
（屋内・屋外）

やしたとしても、まだ余剰電力がある可能性が

などを確認しましょう。また、蓄電池は充電と

あることから、大手電力会社は前記①に示すい

放電（貯める・使う）
の繰り返しによって劣化し

ずれかの事業者と売電の契約を結ぶことを勧め

ますので、サイクル数やメーカーの保証期間の

ています。
買取期間満了の案内は、満了時期の６カ月か

図３ 太陽光発電システムと蓄電池の連携イメージ
太陽光発電の発電電力
余剰電力を
蓄電池に充電
蓄電池から放電
深夜

朝

太陽光でまかなう
昼

消費電力

ら４カ月前をめどに、現在の買取事業者から個
別に通知されます。資源エネルギー庁のウェブ
サイト
「どうする？ ソーラー」
に、各事業者の通
知書のサンプルが掲載されています。通知書以
外にも、売電の契約書などに記載されている買

蓄電池から放電
夜
深夜
筆者作成

取開始時期を見ることで満了時期
（10 年後また
は 20 年後）が分かります。新たな事業者との
契約手続きには一定の期間がかかりますので、

＊２ 資源エネルギー庁
「どうする ? ソーラー」https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/solar-2019after/
＊３	平成 31年度 災害時に活用可能な家庭用蓄電システム導入促進事業費補助金。交付要件あり。公募期間
（二次公募）
：2019 年10 月１日〜11月29日
12：00。詳細は、（一社）環境共創イニシアチブ（SII）のウェブサイトを参照。 http://sii.or.jp/kateichikudenchi31/
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早めに検討し、
適宜申し込むことが望まれます。

経験しています。パワーコンディショナーや発

買取期間満了後に、どの事業者とも売電の契

電量モニターで日々や月ごとの発電量をチェッ

約をせず、現在の買取契約が満了後も自動継続

クし、普段の発電量よりも下がっていないか、

となっている場合は、新たな単価で電力の買い

運転時の異常音・異常振動・異臭がないか、豪雨

取りが継続されます。
特段の手続きは不要です。

や大雪などの悪天候後の設置状況に変化がない

自動継続になっていない場合は、一般送配電事

かなどをチェックし、異常があった場合はメー

業者
（大手電力会社）が一時的・例外的な
「受け

カーや施工事業者に問い合わせをしましょう。

皿」として無償で引き受けることになっていま

太陽光モジュールの不具合やケーブルの施工

す。なお、太陽光発電のシステムを更新したと

不良などによる火災事故も起こっています。同

しても、再度 FIT を利用することはできません。

委員会による、システムの火災など 13 件に対

これからの太陽光発電の活用

する重点調査の結果、①モジュールの発火は使
用年数７年以上の製品で発生 ②ケーブルの発
の

じ いた

脱炭素社会の実現に向けて、再生可能エネル

火は主に施工不良が原因と推定 ③野地板＊６へ

ギーのいっそうの普及は不可欠です。国内のど

延焼した７件は、すべて
「鋼板等なし型」のモ

こでも利用でき、住宅にも設置が可能な太陽光

ジュールで発生しています。③の
「鋼板等なし

発電は有望な分散型電源といえます。加えて、

型」
は、太陽電池と屋根材が一体になった
「屋根

地震や豪雨などの災害が懸念され、各家庭でも

建材一体型」
のうち、
裏面に鋼板がないモジュー

停電時への備えが必要とされるなか、太陽光発

ルを屋根上に直接設置するタイプのことで、シ

電システムは自立運転機能により、パワーコン

ステムの設置累積件数の約 4.5％が該当しま

ディショナー１台で最大 1,500W の電力が使

す。自身が設置するシステムの設置形態が分か

用できる点もメリットの１つです。

らない場合は、メーカーや施工事業者に問い合

太陽光発電協会のサンプル調査＊４によると、

わせると教えてもらえます。

2018 年の北海道胆振東部地震による停電時

なお、改正 FIT 法では、太陽光発電システム

に、システム保有者（428 件）のうちの約 85％

の設置者をはじめ発電事業者に対し保守点検を

（364 件）がこの機能を活用しました。ただし、

求めており、
「太陽光発電システム保守点検ガイ

自立運転機能を稼働させるためには一定の操作

ドライン」＊７では、設置１年目、５年目、９年目

が必要ですので、平常時に操作方法を確認して

以降
（４年ごと）
、20 年目以降
（４年ごと）
に行う

おくとよいでしょう。

具体的な点検要領をまとめています。

太陽光パネルは長期間にわたって使用するも

卒 FIT に伴い、新たな買い取り先や蓄電池に

のですが、安全に使用するためには保守点検が

関するセールスが既に行われており、今後も増

不可欠です。消費者庁の消費者安全調査委員会

加することが予想されます＊８。消費者自身で

によるシステム保有者 1,500 件に対するアン

も買取事業者や蓄電池メーカーのウェブサイト

では、71％が業者による保守点検

などで内容を調べ、正確な情報に基づき納得し

＊５

ケート調査

をしていない一方、９％が修理を要する故障を

て契約することが大切です。

＊４ （一社）
太陽光発電協会ウェブサイト。「災害時における太陽光発電の自立運転についての実態調査」。蓄電池を併設しない住宅。
＊５ 消費者安全法第 23 条第１項の規定に基づく事故等原因調査報告書 住宅用太陽光発電システムから発生した火災事故等（2017 年２月調査）
＊６ 垂木の上に貼る板状の材料。
＊７ （一社）
日本電機工業会・（一社）太陽光発電協会 http://www.jpea.gr.jp/pdf/161228_pv_maintenance.pdf
＊８	買取期間満了に伴い、「０円買い取りとなるため蓄電池を付けないと損をする」「当社と売電契約をしなければ損をする」といった、誤った情報
や誤解を招く勧誘等に注意が必要。https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/solar-2019after/caution.html
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