
日本住宅性能検査協会
再生可能エネルギー研究所

北村 稔和

         太陽光
 固定価格買取期間満了後 住宅用太陽光発電     

かわさき環境エネルギーセミナー
主催 川崎市

All Copyright  日住検

～本日の流れ～
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初めに 当協会・講師紹介

１．卒FIT（2019年問題）とは

２．卒FIT後の選択肢

３．今後の住宅用太陽光発電の在り方

４．住宅用太陽光発電のメンテナンス

５．質疑応答
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当協会概要

3

■協会名称
■認証
■設 立
■理事長

 特定非営利活動法人 日本住宅性能検査協会
 内閣府
 平成16年４月
 大谷 昭二

■専務理事
■理事

最上 義 （不動産仲裁機構 代表）
 大谷 恵 （一級建築士）
木村 健二 （一級建築士）
澤谷 憲 （一級建築士）
高尾 和宏 （      診断士協会 理事長）
瀧本 真也 （全国住宅営業認定協会 理事長）
三津川 真紀 （次世代不動産業支援機構 代表）
北村 稔和 （日本     適正支援機構 組織本部長）

住生活 関  情報 提供 資金相談
土地 関  相談 住宅取得相談
物件選定に関する相談 物件の評価・紹介
事業者 評価 紹介 図面 見積      
契約書類 確認      契約立会 
退去立会 施工品質チェック
建物検査 原状回復問題 リフォーム・増改築相談

■業務内容

■主要資格 太陽光発電アドバイザー 小売り電気アドバイザー
ＺＥＨ          敷金診断士      建物取扱主任者
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講師概要
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講師略歴 (株)      退職後 太陽光発電事業 専門   (株)     立 上  
住宅用太陽光発電            向 太陽光発電 経  
    事業部事業部長    土地付分譲型太陽光発電所 販売 行  
再生可能エネルギーの普及に関わる。

現在 国内        WWB(株) 営業本部長   国内外 太陽光発電事業
 携   日本住宅性能検査協会 理事   太陽光発電 適正 普及 取 組  

JPEA（太陽光発電協会）  住宅部会 公共産業部会 発電事業者連絡会 
国際部会に参加

講師 北村 稔和（        ）

NPO法人 日本住宅性能検査協会 理事
再生可能     研究所 所長

WWB株式会社 営業本部長
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コラム・新聞記事の執筆
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１．卒FIT（2019年問題）  
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固定価格買取制度
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 再生可能      固定価格買取制度   再生可能      発電  電気  電力
会社 一定価格 一定期間買 取    国 約束  制度   

余剰電力買取制度  言   
10ｋW未満 住宅用太陽光発電 
買取期間は

 10年 
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卒FIT（2019年問題）とは
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2019年11月以降 固定価格買取期間10年間 終了  
電力会社   買取義務 終了  事 

今回の対象者

2019年11月以降 
売電収入が無くなる
 2019年問題 
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※参考 2019年度以降の買取価格
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出典 資源     庁 再生可能     固定価格買取制度      

2019年度 新  10ｋW未満の太陽光発電を設置し稼働する場合、
買取価格は『24円 26円』。
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『2019年問題』から『卒FIT』へ
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2018年度 第一回太陽           抜粋
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《まとめ》卒FIT（2019年問題）とは
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2019年11月以降に順次固定価格買取期間10年間が終了し、電力会社による
買取義務が終了する事。
2019年11月には約56万件の買取が終了すると言われており、その対応が求められる。

国 新  FIT制度 設   買取市場 任  方針 為 

①    自家消費分   使  余剰分 不使用 
②小売電気事業者（既存電力会社含 ） 買取契約 締結   
③蓄電池等 導入  自家消費率 上   

これらの選択肢が存在する。
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電力自由化について
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エネットＨＰより抜粋
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電力自由化について
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エネットＨＰより抜粋
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電力自由化について
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新電力   ＨＰ  抜粋
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※参考 電気の個人間取引について
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   電力ＨＰ  抜粋

現在の小売電気事業者より電気を購入する形だけではなく、電気の個人
間取引（P2P取引）の開発・実証が進められています。特に仮想通貨の
取引でも使用されているブロックチェーン技術を活用したプラットフォーム作り
 活発 議論       
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２．卒FIT後の選択肢
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余剰売電の仕組み
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余剰売電額の一例
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月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年間予測発電量

予測発電量
（kWh） 409 390 411 436 442 343 374 409 323 330 316 358 4,542

収益金額※

（円）
 15,723  14,988  15,769  16,759  16,960  13,186  14,347  15,713  12,416  12,671  12,147  13,732  174,409

売電金額
（円）

 11,792  11,241  11,827  12,569  12,720  9,890  10,760  11,785  9,312  9,503  9,110  10,299  130,807

自家消費
節約金額
（円）

 3,931  3,747  3,942  4,190  4,240  3,297  3,587  3,928  3,104  3,168  3,037  3,433  43,602

赤枠部分の
売電収入が無くなる
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卒FIT後の選択肢
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①    自家消費分   使  余剰分 不使用 

②小売電気事業者（既存電力会社含 ） 買取契約 行  

③蓄電池等 導入  自家消費率 上   

①    自家消費分   使  余剰分 不使用 

→売電収入 得    発電  電力 無償 電力会社 引 取   場合  
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②小売電気事業者（既存電力会社含む）との買取契約

20

経済産業省HP  抜粋
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卒FIT後の電気買取
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経済産業省HP  抜粋

卒FIT後も電気は買い取ってもらえます。
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卒FIT後の買取メニュー
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大手電力会社    2019年度  買取価格

北海道電力 8.00円

東北電力 9.00円

東京電力 8.50円

中部電力 8.00円

北陸電力 8.00円

関西電力 8.00円

中国電力 7.15円

四国電力 7.00円

九州電力 7.00円

沖縄電力 7.50円
1kWh当たり（税込・消費税率10％）
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東京電力         HPより抜粋

東京電力         株式会社 買取条件         

卒FIT後の買取メニュー
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東京電力         HPより抜粋

①余剰電力 買取

卒FIT後の買取メニュー
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東京電力         HPより抜粋

②電気預かりプラン

卒FIT後の買取メニュー
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東北電力HP  抜粋

東北電力 『でんきお預かりサービス』

卒FIT後の買取メニュー
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東北電力HP  抜粋

東北電力 『でんきお預かりサービス』

卒FIT後の買取メニュー
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東北電力HP  抜粋

東北電力 『でんきお預かりサービス』

卒FIT後の買取メニュー
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東京電力         HPより抜粋

③定額機器利用    『エネカリ』

卒FIT後の買取メニュー
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東京電力         HPより抜粋

③定額機器利用    『エネカリ』

卒FIT後の買取メニュー
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東京電力         HPより抜粋

③定額機器利用    『エネカリ』

卒FIT後の買取メニュー
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東京ガスHPより抜粋

『卒FIT』対応その他サービスについて

■東京ガス

卒FIT後の買取メニュー

■スマートテック

スマートテックHPより抜粋
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 買取期間が終わると電気が売れなくなります。
⇒新電力 含       電力会社 今後も買い取ってもらうことが可能です。

 太陽光発電 電気 電力会社    引 取         
⇒ 契約 行  放置    無償 電力会社 引 取   場合      但し、買取
期間 終     新  単価 電力会社 改  契約 結  売電          
とはありません。

 早く契約しないと、契約ができなくなります。
⇒ 自分 買取期間満了期日 確認  納得   契約先 探      万一再契約の
手続  買取期間満了   出来    場合  慌  必要       買取期間満
了後  契約可能      買取     電気預          自身 合    
ンを選択する事が重要です。

 買取期間満了後 太陽光発電設備 廃棄 新      固定価格買取制度 支援 
再度受      
⇒一度 固定価格買取制度 支援 受  方  同 場所 太陽光発電設備 更新  
     再度支援 受           

誤  情報  注意   
卒FITに関する注意点

一部太陽光発電協会HPより抜粋
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③蓄電池等を導入し、自家消費率を上げる。
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電気自動車電気自動車
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蓄電池とは？
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・蓄電池とは電気を貯める事が出来、必要な時に使う事ができる

・二次電池、バッテリーとも呼ばれる

 家庭用蓄電池 主流        電池

 太陽光発電  相性 良 

・停電時に貯めた電気を使用できる

 深夜電力 貯  事 出来 

        電池 経年劣化  

・高価
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蓄電池の仕様例
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 定格容量 使用可能容量 異   10.24

310㎜×640㎜×500㎜（1000㎜）

6000回

70kg(120ｋｇ)

・急速充電は可能か。

 200V出力 可能  
 出力 何ｋVAか。

     特性及 保証 何年  
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蓄電池等を導入し、自家消費率を上げる。
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蓄電池導入によるメリット
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停電時にも電気使用が可能
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蓄電池の種類
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単機能蓄電システムとハイブリッド蓄電システム

            交換 不要 パワーコンディショナーの交換が必要

ニチコンHPより抜粋
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蓄電池の種類
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トライブリッド蓄電システム

V2H   

ニチコンHPより抜粋
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V2Hとは
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V2H   Vehicle to Home 略      電気自動車（EV）や
           車（PHEV）   自動車（Vehicle）に内蔵された
蓄電池 蓄  電力 家庭（Home） 再利用     指    

日産自動車HP  抜粋

一般的な定置型蓄電池の
容量 ４ 9kWhに対し、
電気自動車（現行 
LEAFの場合）40kWh 
 大容量 事 特徴 一 
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蓄電池導入時の注意点

42

 蓄電池 入   〇年 元 取    
⇒家庭用蓄電池導入により、初期投資費用が早期回収出来るケースは非常に稀です。
経済性は向上しますが、シミュレーションの内容をしっかりと確認しましょう。

 家庭 電気 全 賄    
⇒ 蓄電池の中には、全ての電気をカバーできない仕様のものもあります。
   賄  時間 各家庭 電気使用量   大  異     
晴天時だけではなく、停電や雨続きの場合に何がどれくらいの時間賄えるのか確認しましょう。

 蓄電池 劣化     
⇒家庭用蓄電池 主流             電池 充放電 繰 返 内 劣化 進
みます。各メーカーの保証規定を確認しましょう。

 電力会社  電気 買   済    
⇒完全 系統  切 離   （      ）   為  様々 条件      
鵜呑みにしないようにしましょう。

誤  情報  注意   
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HEMSとは
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電気自動車電気自動車
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HEMSとは
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HEMSとは「Home Energy Management System（ホーム エネルギー マ
         ）  略   
家庭 使       節約     管理       
家電 電気設備      電気      使用量     画面   
 見  化     家電機器  自動制御        

パナソニックHPより抜粋



All Copyright  日住検

家電機器の自動制御
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パナソニックHPより抜粋
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エネルギーの見える化
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パナソニックHPより抜粋
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HEMSとは（まとめ）
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HEMS  家庭       使用状況  見  化   各家庭 節電       
効率的使用 最適 電力    選択  事              

また、家電機器を「自動制御」する事で天気や気温、ライフスタイルに合わせた、より暮らし
やすい生活を実現するものとも言えます。

今後、技術の向上により様々な機器や情報との通信が予想されており、各家庭のみなら
ず、地域やコミュニティーとの連携も期待されています。
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３．今後の住宅用太陽光発電の在り方
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パリ協定の締結

49

2015年12月には国連気候変動枠組条約締約国会議（COP21、パリ協定）において、新しい地球温
暖化対策の国際ルールが制定されました。
同協定では18世紀後半に起きた産業革命前と比較して世界の平均気温の上昇を1.5℃以内に抑
えるように努める事が合意されています。
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我が国の最終エネルギー消費の推移
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ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業調査報告会より抜粋
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今後の住宅用太陽光発電の在り方
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・太陽光発電は、温室効果ガスを排出せず、国内で生産できることで、
     安全保障  寄与      加  火力発電   異  燃料費 不要
    自家消費 行  非常用電源    利用可能 分散型電源となり得る特
徴がある。

・自ら発電事業者として再生可能エネルギーの推進に貢献していくことを目指して導
入が進められてきた。

・一般に、太陽光パネルは20 30年間 又   以上発電 続     可能で
あり、特 住宅 設置       改築 解体等     設備 維持   稼
働し続けることが期待される。

（住宅用太陽光発電設備 FIT買取期間終了 向  対応2018年9月12日資源     庁  引用）

All Copyright  日住検

太陽光発電のＦＩＴ価格の動向
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第一回太陽エネルギーセミナーより抜粋
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電気料金単価の推移
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年々上昇            

ＦＩＴ価格下降 電力単価上昇 ＝ＦＩＴに頼らず、自家消費型へ・・・

全国 電気料金平均販売単価 推移

引用元 新電力   ＨＰ
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未来の社会：環境省若手職員による政策提言より
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出典 環境省ＨＰ
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４．住宅用太陽光発電のメンテナンス
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太陽光発電システム保守点検ガイドライン
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太陽光発電システム保守点検ガイドラインとは

2016年12月28日 制定   一般社団法人日本電機工業会
（JEMA）及び一般社団法人太陽光発電協会（JPEA）による技
術資料 事 指    上記 事業計画策定      内    
 民間       一例   紹介       

事業計画策定ガイドライン（太陽光）とは

資源     庁    2017年3月 策定 2018年4月 改訂 
  遵守   事項     安定的  効率的 再生可能   
  発電事業 行    発電設備 適切 保守点検及 維持管
理    』等を定めています。
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太陽光発電システム保守点検ガイドライン定期点検要領例
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太陽光発電システム保守点検ガイドラインより抜粋
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太陽光発電システム保守点検ガイドライン定期点検要領例
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太陽光発電システム保守点検ガイドラインより抜粋
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自宅で出来る太陽光発電システムのメンテナンス
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発電    （HEMS） 電力量計

 発電量     （過去 発電量 比  明   低下         ）
 売電量     （売電明細表 比  明   数値 異     ）
※天候 自家消費量    数値 大幅 変動  場合      

パワーコンディショナー、接続箱

 異音 異臭       
・エラーコード等の表示が無いか
※カバーを開ける等の確認は感電の恐れがある為、避けるようにしてください。

太陽電池モジュール

・破損や汚れ、変形がないかどうか
※大変危険な為、ご自身で屋根に上られての確認は避けるようにしてください。

自宅 出来 太陽光発電           
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 自宅 太陽光発電     設置     方  停電時   自立運転機能  電気 使         
停電時に慌てる事が無い様、使用方法の確認及び使用可能かどうかの確認をお願い致します。

自立運転機能 確認

≪ 自立運転機能  使用方法≫

 1  自立運転用       位置 確認  
 2 取扱説明書  自立運転      切 替 方法 確認  
【3】「主電源ブレーカー」をオフにする
【4】「太陽光発電ブレーカー」をオフにする
 5  自立運転     切 替  
 6  自立運転用       必要 機器 接続  使用  
 7 停電復旧時    自立運転    解除 → 「太陽光発電ブ
レーカー」オン → 「主電源ブレーカー」オン の順で、必ず元に戻す
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 もう売電が終わっていますので、新しいシステムに入れ替えればもう10年売電出来    
⇒平成30年10月15日 再生可能     大量導入 次世代電力      小委員
会   太陽光    貼 替  同 住所 再度FIT 認定 受      住宅用太陽
光発電設備            調達価格区分 設定      FIT制度   再認
定・買取りを想定していないため、事業用太陽光発電と同様、FITの適用は認められない。
との報告がされています。

      劣化      取 換           
⇒ 具体的 何      劣化      確認      
発電が継続してなされている場合、原因を明確にする事が必要です。

 蓄電池を入れればFITがあった時と同じく経済効果が出ますよ。
⇒家庭用蓄電池を導入する事での経済効果はFIT売電には及びません。しっかりと経済効
果の数値を確認しましょう。

 屋根の傷みが進んでるので葺き替えが必要ですよ。
⇒太陽光発電   屋根 傷  進    因果関係 確立       
屋根裏 屋根表面 状況 写真等 撮      自分 目 確認      
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『設置してくれた業者がもういない』
『追加で売り込みされるのが怖い』
『以前もトラブルが起きて業者が信用できない』等、点検を依頼する業者に心当たりが無い場合、

日本住宅検査協会  相談下   

《NPO法人日本住宅性能検査協会≫

〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-5 吉泉  2F
TEL 03（5847）8235
MAIL info@nichijuken.org
HP http://pv.nichijuken.org/form/
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 清聴            


