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第１８回 太陽光発電勉強会 
～地上設置の太陽光発電で知っておくべきこと～ 

 

有限会社 唐木電設 

担当：酒井洋治 

平成26年5月31日（土） 
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 有限会社 唐木電設の紹介 
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代表取締役 唐木 育子 創   業 昭和48年 

常務取締役 唐木 敏彰 従 業 員 15名（平成26年5月） 

本   社 長野県上伊那郡南箕輪村5906-2 建設業許可 長野県（般）111558 

飯田事務所 飯田市毛賀1631-8 

事 業 内 容 電気設備工事、消防設備工事・通信設備工事、太陽光発電 販売・設計・施工・保守 

資   格 一級電気工事管理技士、第一種電気工事士、消防設備士甲4種、給水装置工事主任技術者、 
JPEA PV施工技術者、日本住宅性能検査協会 太陽光発電アドバイザー、日本PV協会 PVプランナー 

受   賞 パナソニック エコソリューションズ社主催「リニューアルコンテスト2012」金賞受賞（全国で3社） 

【施工実績】 太陽光発電設備工事（電気工事のみ含む） 

   住宅用：約385件 産業用：約88件（平成26年5月現在） 
※住宅用は10kW未満のシステム、産業用は10kW以上のシステム（住宅・企業・集合住宅・公共施設・野建て） 

南箕輪村老人ホーム 南箕輪村南部小学校 南箕輪村中部保育園 
某企業様 

南信精機製作所様 



「増税前の住宅バブルの反動」と「農地の有効活用」 
この2つの要因から、「ミドルソーラー（10～50kW未満）の太陽光発電地上設置」を検討される方が 
非常に増えております。 
 
また、伊那市でメガソーラー事業会社と住民の間で問題が起きたことが記憶に新しいですが、 
昨年は上田市でも同様の問題が起きているニュースがあり、小規模な地上設置システムの場合でも、 
説明義務を設けている自治体もあります。 
（伊那市の問題は現在も継続中、上田市の問題に関する記事は日本経済新聞 2013年11月12日 配信） 

地上設置は「土地の活用方法」として非常に魅力ですが、屋根設置と比較にならない程の細かい制約
があります。また、自治体ごとに制度・考え方が異なる為、情報が煩雑です。 
 
今回は、さまざまな情報をまとめ、皆様にご提供する機会を設けました。 

私達から皆様にお約束する事 

1 このセミナーでは「個別の営業活動」「個別に太陽光発電の売込」は一切行いません 
 

2 特定の企業を「過剰に褒め称える」「過剰に卑下する」という事はしません 
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 今回の勉強会について 



私たちのミッション 
・太陽光発電の“適切な内容を適切な価格による普及”を通じ、 
 地域の環境保全に貢献します。 
・蓄電池、電気自動車などの環境に配慮した電気設備の普及 
 に尽力します。 

私たちのビジョン 
・2015年までに、住宅用太陽光発電を中心に600件の 
 太陽光発電設備工事を手掛けます。 
・2014年末までに、設置容量が累計3メガワットを超えることを 
 目指します。 
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 唐木電設について 



 太陽光発電・再生可能エネルギー関連のニュース 

・南箕輪村、牧草地の大規模ソーラーシェアリング施設の申請を却下（信濃毎日新聞 5/2） 
⇒神奈川県の事業者が計画したが、「営農計画がずさん」「牧草への影響が不明」という理由で農業委員会全会一致で否決。 
早ければ7月にも改めて事業計画を提出する見込。 

 

・埼玉県で耕作放棄地にソーラーシェアリングでメガソーラー設置（環境ビジネス 5/2） 
⇒5,700世帯分の電力を発電、美里町全世帯（約4,100世帯）を補ってなお余る施設。 
上田埼玉県知事は「一石三鳥の画期的な取り組み」と称賛。 

 
・飯田市のおひさまエネルギーファンド」に対し、証券取引等監視委員会は、金融商品取引法違反の疑
いで同社を行政処分するよう金融庁に勧告する方針を固める。（信濃毎日新聞、日経ビジネス等） 
⇒悪質ではないと判断、注意にとどめる方針。 

 

・パナソニック、ソフトバンク等電力小売りに参入。（日本経済新聞 1/31他） 
⇒2016年に開始される「電力小売り自由化」を見越して、参入を表明。固定価格買取制度の期間終了後の買取価格は、 
「電力小売り自由化」と関連付けて協議されています。 

 

・「無意味な分割は禁止」⇒不明瞭だった「分割ソーラー」に設備認定不許可が事実上決定。 
（日本経済新聞 4/2） 
⇒本来は高圧設備として処理される「分割ソーラー」だったが、「制度の抜け道」を利用して低圧設備として施工する事例が 
全国で多発。中部電力も昨年7月より「実質解禁」となっていたが、「高圧＞＞＞＞＞＞低圧」の設備金額の差額を 
各電力会社が負担していたため、要望を受けた国は見直しを行っていた。 
これにより「大規模な土地を分割して土地と太陽光発電システムをセットで販売する」分譲ソーラーは、今年度から 
新たな申請を行う事が非常に難しくなる。 
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 買取価格の推移 

買取価格は 
・設備の費用⇒モジュール、パワコン、架台、工事費（次ページをご参照ください） 
・普及度合 
・他費用⇒土地造成費、接続費用、土地賃貸料 等 
 
等を踏まえ、毎年1～2月に有識者などで構成される検討機関によって検討され、 
その結果を大臣が認可します。 
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¥40  

¥36  

¥32  

¥29  

¥26  

¥25

¥30

¥35

¥40

¥45

平成24年度（7月以降） 平成25年度 平成26年度 平成27年度（予想） 平成28年度（予想） 

グリーン投資減税
終了の見込み 

※買取価格には消費税が加算されます。 
下記の金額は税抜価格です 



 ≪参考≫システム費用（経産省資料より抜粋）の推移 

経産省資料より抜粋・平成26年2月17日・第13回疑似資料 URL：http://www.meti.go.jp/committee/chotatsu_kakaku/pdf/013_02_00.pdf 
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①H24.7～9 ②H24.10～12 H25.1～3 H25.4～6 H25.7～9 ③H25.10～12 統計開始時と
の下落率 

10kW未満 47.2 45.5 44.4 43.2 41.7 40.9 13.3％ 

10～50kW未満 47.2 43.6 41.2 39.0 38.0 36.9 21.8％ 

50～500kW 
未満 

36.9 37.2 35.6 33.9 33.4 32.4 12.2％ 

500～1,000kW 
未満 

32.6 29.8 30.6 30.4 30.1 29.4 9.8％ 

1,000kW以上 
※メガソーラー 

32.2 28.0 29.6 29.3 30.2 30.5 5.3％ 

容量別 1kWあたりのシステム費用（単位：万円） 

≪参考≫ 
・平成25年度の買取価格は、②の金額を参考にして決定。平成26年度の買取価格は、③の金額を参考にして決定。 

ミドルソーラーでは「システム費用の下落率」が「買取価格の下落率＝10～11％」を 
上回っています。 
このことから、「買取価格は下落したが、償却期間は短縮されている」といえます。 



 ≪参考≫太陽光・風力・水力発電の買取価格の推移 
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太陽光（住宅用） 太陽光（産業用） 
風力（20kW未

満） 

風力（20kW以

上） 
風力（洋上） 水力（200kW未満） 

水力（200～

1,000kW） 

水力（1,000～

30,000kW） 

平成24年度 ¥42 ¥40 ¥55 ¥22 ¥34 ¥29 ¥24

平成25年度 ¥38 ¥36 ¥55 ¥22 ¥34 ¥29 ¥24

平成26年度 ¥37 ¥32 ¥55 ¥22 ¥36 ¥34 ¥29 ¥24

¥20

¥30

¥40

¥50

¥60

太陽光発電以外は全て据置されています。 

この制度が始まって以来太陽光発電の導入が大変突出しており、他の発電の普及がすすんでい
ない現状を改善したい行政側の意向が反映されています。 

下落 据置 



 太陽光発電と他投資の比較 
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アパート・マンション 
経営 

株式等 
金融投資全般 

国債 太陽光発電 ≪参考≫ 
不動産へ土地売却 

投資金額 × ○ ○ △ ― 

利回り ○ 
5～8％程度 

△ 
不特定 

× 
0.3～1％程度 

◎ 
8～10％程度 

× 

期間 △ 
物件の築年数が影響する 

△ 
不特定 

○ 
 

◎ 
国が20年間を保証 

― 

安定性 △ × ○ ◎ ― 

運用の難易度 △ 
地域で異なる 

× 
素人は避けたほうが良 

◎ ◎ 
メンテナンスを考慮 
することが前提 

― 

リスクの低さ △ △ ◎ ○ ○ 
不動産の選定 

トータル △ △ △ 
 

◎ × 

寸評 上伊那では大変難しい。 

単身者～若年夫婦対象物
件は可能性有??? 

株式はアベノミクスの評
価が下落・行き詰まりを
見せている現在では??? 

運用の容易さ等は魅力だ
が、利益が低い。 

国・自治体が定める「制
度」という外的要因は脅
威だが、投資効果が高い。 

300坪の水田を売却する
と90～150万円。 
価格が大変低い。 

※― は該当なし 

太陽光発電は、その分野に特化した知識が無くても運用が容易です。 
ただし、メンテナンス等を考慮することが、前提となります。 



 地上設置太陽光発電設置前に知っておいていただきたいこと 

地上設置を含め、産業用太陽光発電は「事業扱い」です。 

まず最初に、下記事項のご理解をお願いしております。 

（1）初期費用 
     ①システムの費用（機器、架台（基礎含む）、設置工事、電気工事） 
   ②中部電力工事費用 
     ③柵、警備システム（基本的に任意ですが、自治体から柵の設置を要請される場合があります） 
     ④農地転用費用、行政書士の手続き費用 

 
（2）20年間で初期費用以外にかかる費用 
     ①周辺機器の修理・交換費用 
     ②システムに対する固定資産税（優遇措置有） 
     ③自然災害・盗難に対する保険料 
     ④周辺機器を稼働させるための電気料金（毎月発生） 
     ⑤売電収入による、所得税＋住民税 等 

 
（3）収益に関するリスク 
     ①天候による発電量の低下 ⇒ 今年2月・3月の大雪時は発電量が大幅に低下 
     ②買取価格が変更・制度変更によるリスク ⇒ 21年目以降の買取価格は未定 
     ③モジュール・パワコンメーカーの倒産、撤退によるメーカー保証の消失等 

 
（4）その他   
     ①農地転用した場合は、土地の固定資産税が増額 
     ②周辺に影響がない事を証明する必要あり（自治体によっては説明義務有） 
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「売電収入を得る」ということは、個人であっても一事業者となります。 
お金の動きはきちんと管理し、しっかりと事業計画を立てましょう。 



 税金についてよくいただくご質問 

地上設置を含め、産業用太陽光発電は「事業扱い」です。 

①グリーン投資減税について 
グリーン投資減税を端的に言うと、「事業が黒字でおさめる税金が多い場合に有効活用できる制度」です。 
該当しそうな場合は、税理士等にご相談いただきご判断ください。 

 

②相続税対策に利用できるか？ 
相続税を心配しなければならないのは、かなりの資産家だけだと言われています。 
 
相続税の基礎控除額は大きいので、対象となるのは全体の5％程です。それでも、太陽光発電設備の場合はかなり有効、と 
いえます。 
太陽光発電設備は器具備品です。その財産評価を行う時、普通償却を行った場合の未償却残高の70％が対象となります。 
太陽光発電設備の償却期間は、17年と定められています。18年後には資産価値（評価額）がゼロになるので、相続税もゼロ 
になります。 
投資＝システム設置 から数年経過したところで太陽光発電設備を子世代に移転すれば、相続対策になります。 
 
≪参考≫ 
現在「子や孫に対して、現金ではなく太陽光発電などの再生可能エネルギー設備 等を贈与する際に、一定の条件を満たせば 
贈与税の減免措置を受けられる」という、緑の贈与制度が検討されています。 
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 農地・現在農業を行っている土地に太陽光発電設置をご検討の場合 

唐木電設では、地上設置の御問い合わせをいただいた場合、私達が土地家屋調査士等専門家を
通じて各自治体の担当行政機関に確認を行います。 

お客様の手間を煩わせないとともに、専門知識を備えた者が問合せすることがベストだと考えて
いるからです。 

（1）農地転用を行う事が大前提 
 
（2）現在の農地種別により、設置の可否が異なります 
 ・第一種農地  ⇒ 原則不許可 
 ・第二種農地  ⇒ 状況により設置可能（土地所有者本人もしくは家族と他人で判断が異なる） 
 ・第三種農地  ⇒ 原則可能だが、場所・周囲の環境によっては不可の場合有 
 ・農業振興地域  ⇒ 第二種・第三種農地に該当する場合は、農振除外の対象になる場合有 

 
（3）周囲住民・土地所有者に対し、事前説明・承諾が必要な場合有 
 ※詳細は次ページ以降をご覧ください 

 
（4）農地以外で作物を行っている場合でも、状況によっては所定の手続きが必要な場合有 
 
（5）水田であった場合は、杭打ち架台の利用が極めて難しい場合有  
 ※詳細はP17をご参照ください 
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 自治体別農業委員会回答一覧① 

1 

太陽光に関する
条例の有無 

農山漁村再生可能エネルギー法 
の適用について 

周辺住民への説明・ 
承諾義務の有無 

太陽光に関する
転用実績 

備考・特記事項 

岡谷市 無 詳細が分からないが、認可の方針は
ない。 

無 

現時点では無いが、可能な
限り承諾は取ってほしい。 

有、10件程 ・遮光、影等周辺への影響は明らかにしてほしい。 

辰野町 無 非常に難しいと思う。 無 有 ・必ず事前相談してほしい。 

箕輪町 無 法案の詳細が分からないが、実績は
ない。 

実質有 

宅地などに転用の場合も同
様。 

有、7件 ・農地転用・土地関係でトラブルが数件発生、業
者からの甘言を鵜呑みにしないでほしい。 
 
・（業者に対し）しっかり案内してほしい。 

南箕輪村 無 

※議会で取り
上げられた 

無回答 無回答 

※御問い合わせ頂いたお客
様の話では、周辺住民・土
地所有者・組長・児童用施
設等の承諾が必要 

有、3件ほど
と推定 

・ソーラーシェアリング、森林を伐採したメガソー
ラーの問題もあり、自治体としていろいろ検討し
ている様子。 
 
・事前承諾はそれなりの準備が必要。 

伊那市 有 
景観条例 

法案は把握していないが、そもそも農
地法が改正されなければ意味がない
のではないか？ 

無 
※景観条例により、1,000㎡

以上の土地の場合は、事前
届け出制 

有 ・水田の土手に設置する場合も農地転用は必要。 
 
・土地の選定理由は、重要視する様子。 
 

・景観条例により、計画内容の変更をお願いする
場合有。 

宮田村 無 法案の文面だけでは判断できない。 有（建物の場合も含む） 
村で承諾書を用意している。 

有 ・通学路など子供がいる場所の場合は、柵の設
置をお願いしている。 

駒ヶ根市 無 国より具体的な適用の案内が無いの
でわからない。長野県でも指針の策定
に動いていると聞いている。 

有 

農地転用して太陽光発電を
設置する場合のみ。 

有 ・「農地が続いているところに1件のみ太陽光が

設置」⇒分断性を重視しており、許可の基準とし
ている。 
 
・昨年度は1日1件問い合わせ有。 

平成26年4月～5月に実施、南箕輪村以外は、酒井が担当者あてに訪問し確認。南箕輪村は担当者の予定が合わず、県からの通知と電話で確認。 
質問内容は「農地転用のスケジュール」「種別別設置の可否」「ソーラーシェアリングについて」「農山漁村再生可能エネルギー法について」「他特記事項」 
飯島町・宮田村は環境課にも条例の内容・関連事項等の確認を行う。 
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 自治体別農業委員会回答一覧② 

1 

太陽光に関する
条例の有無 

農山漁村再生可能エネルギー法 
の適用について 

周辺住民への説明・ 
承諾義務の有無 

太陽光に関する
転用実績 

備考・特記事項 

飯島町 有 詳細が分からない。 有 
条例で制定 

有、数件 ・最初に条例を確認してほしい。第三種農地で
あっても、条例に抵触する場合は、設置不可。 
 
・条例の対象は、10kW以上のすべてのシステム。 
屋根設置も対象。 

中川村 有 
景観条例 

運用以前に問題があると思う。 実質有 
可能な限り説明してほしい 

有、数件 ・必ず事前相談してほしい。 
 
・景観条例の内容は、伊那市と似ている。 

松川町 無 場所によるが、難しいと思う。 実質有 
役場で案内を用意している 

有、10件 ・設置希望者と周辺の方とのトラブルが起きてい
ると聞いている。役場を通して、進めてほしい。 

高森町 無 農業振興地域は不可。農業振興地域
以外では、可能性あるかもしれないが、
要確認。 

無 有、2件 ・農業振興地域でも条件を満たしていれば可能。
現在審議中が1件あり。村役場で案内を用意して
いる。 

飯田市 無 案件（及びその背景）によると思う。 無 
 

有、20件程 ・配置に気を付けてほしい。周囲に迷惑をかけな
いよう、配慮がほしい。 

≪総括≫ 
・伊那市で2012年から続いている「メガソーラー設置問題」を問題視している自治体は多い。 
設置者と近隣の住民間でトラブルにならないよう、配慮している感があった。 
 

・「設置の可否」は明確な基準がある。ただし、個人レベル（営農者含める）では知らない点が多数
ある為、専門知識がある方にまかせたほうが良い。 
 
・飯島町の条例はわかりやすい内容、他自治体が追随する可能性あり。 
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 「農地を一時転用し、支柱を建て（基礎を利用できない）モジュールを設置」 
することで、農業活動による収入と売電収入を確保する取り組みです。 
報道された案件で明らかになったように、ソーラーシェアリングの認可は 
大変難しいです。※南箕輪村以外でも、数件相談があった、との事。 
 

農業委員会・唐木電設があげる問題点・課題 
（1）モジュール設置による作物の品質低下の懸念払拭 
⇒大学など研究機関による実証・データが必要な場合もあり、個人では実証が難しい 

 
（2）営農活動が行える作物の選定 
⇒全国の事例では「落花生」「お茶」「生姜」「ミョウガ」「シイタケ」があるが、長野県で商品として成り立つか??? 
 

（3）最初にソーラーありきの計画が多く、営農計画が非常にずさん、稚拙（これが一番多い） 
 
（4）一時転用の有効期間は3年だが、既定の収穫量以下になるなど営農活動の結果によっては、 
期間中でも撤去命令が出る場合有。 
⇒3年後に更新できる保証はない為収支計画が非常に不安定、その為金融機関が融資に消極的。 

 
（5）一時転用の為、支柱は基礎使用不可。積雪の際に、強度の面で懸念がある。 
⇒2月・3月の大雪では、単管を利用したL社製品で10件ほどの損傷が確認されています。 

 

埼玉県では「耕作放棄地を有効利用する企画」と評価する事例も出ており、今後の研究・メーカー等業者の取り組
み・内閣が明言している農業改革（農協・農業委員会が対象）によっては、「実現へのハードル」が下がる可能性も
あります。 
 

 ソーラーシェアリングについて 

1 15 

http://blogs.yahoo.co.jp/hose_solar/32396792.html 
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 架台・工法の違いについて① 

1 16 

工法名 コンクリート基礎 杭打ち 

イメージ 画像 画像 

内容 一般的なコンクリートブロック基礎を土台と 
した架台 

工作用機器を利用して、杭を地面に打ち込み、
架台を固定する方法 

長所 ・地盤の強弱に左右されにくい 
・採用実績が最も多い 
・積雪など荷重に耐えられる 

・施工費が安価 
・工期が短い 
・撤去が容易 

短所・懸念事項 ・基礎の価格が、建設部材の高騰の影響を
受けている 
・工期が長い 
・撤去の際に、それなりの費用が発生 

・地盤の影響を受ける、土地の状況によっては
造成が必要か設置不可 

・荷重に弱い⇒先日の大雪で、飯田市のシステ
ムでも歪みが発生（東北では10件ほどあり） 

備考 ・信頼性は非常に高いが、信頼性に比例して
価格も高い 

・地質調査（調査費用が別途発生）は必須、地盤
によっては石などにより杭が撃ち込めない場合
有 
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 価格面で安価な杭打ち工法を希望される方が増えています。 
しかし、地盤が軟らかい場所に「単管パイプ」や「スクリュー」を設置した場合は、システムに 
大きな影響が出て、最悪の場合はモジュールが破損する可能性があります。 

 架台・工法の違いについて② 

1 17 

最悪の場合はモジュールが 
割れてしまう 

地盤が軟らかいと沈んでしまう 

同じ場所でも A社⇒「スクリューでも大丈夫」 B社⇒「スクリューでは難しいのでは?」  
C社⇒「無理です」と担当者により意見は分かれます。 
少しでも「地盤が軟らかい」と思ったら、必ず地質調査を行う事をお勧めします。 
※地質調査には、費用が発生します。 
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 メンテナンスの重要性 

1 

① 通常利用型 
・自宅に連系し、日常生活の中で畜電→ 

18 

不具合を早期に発見する為には、発電量の把握が必須
です。発電量の下落により、不具合の兆候を把握するし
かありません。 
 

唐木電設では、モニター（ご自宅敷地内の場合）もしくは
遠隔地の発電量を確認できるシステム（エコめがね・エ
コナビットなど）をお勧めします。 

ホットスポット 

部位 点検内容 ○年後 

太陽電池 ボルト・端子のゆるみ 

架台の取り付け確認 

電流・電圧の測定 

表面清掃※1 

パワー 

コンディショ
ナー 

異臭・異音・加熱・結露など 

外箱の腐食・破損 

配線・配線ダクトの状態 

表示部の異常表示の有無・  
データ計測 

換気設備状態 

集電箱 外箱の腐食・破損 

外部配線の損傷 

説置船の接続および端子の 
ゆるみ 

接地 配線の損傷 

売電状況 発電量の確認※2 

※1 別途費用が発生 
※2 エコめがねの場合は、弊社で随時測定可能 

点検の実施は、システム保有者様の任意ですが、弊社では2～4年に1回をお勧めいたします。 
点検時期に関係なく、異常の際は随時お問い合わせください。 

定期的なメンテナンスで兆候をつかむ 
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 ≪参考≫メンテナンス料金表 

定期点検内容

太陽電池のガラスに汚れ・破損がないか

太陽電池フレームに破損・変形がないか

錆・傷がないか

架台および太陽電池を固定しているボルト、ビスに緩みはないか

アース線に汚れ、破損がないか

各機器の端子台接続端子のネジに緩みがないか

壁面からのケーブル取り出し口のパテ等に破損がないか

各機器の通気孔をふさいでいないか

各機器に異音、異臭がないか

各機器に傷、錆、へこみ等ないか

端子台増し締め確認

正常に動作しているか

正常に自立運転するか

昇圧ユニットが正常に動作するか

太陽電池解放電圧測定

電力系統電圧測定

太陽電池の絶縁抵抗測定

※本点検のモジュール・架台については地上からの目視確認によるものです。

パワー
コンディショナ

電気測定

太陽電池

架　台

周辺機器

定期点検 1回 20,000円 ※定期点検はお客様の任意です。4年に1度を推奨。 

パネルコーティング 1kW 18,000円 
※10年～15年効果があります 
※ソーラーセルフメンテコートによるコーティング 
※洗浄のみのお取扱いはございません 

定期点検   1回 30,000円 ＋ パネル1枚あたり200円 

パネル洗浄 
（野建て） 

10～40kW 
50,000円 ※清掃作業の際、パネル設置形状が複雑な場合や水道設備のない場合はメ

ンテナンス料金や清掃所要時間が変動する場合があります。 
※パネルコーティングではありません。パネルコーティングは現在取り扱いが
ございません。 
※プロトラスト社のCellSweeperを使用したパネル洗浄サービス 
※お客様の水道設備を使用します 

所要時間 
70分 

41～70kW 
60,000円 

所要時間 
100分 

【住宅用】 10kW未満 

【事業用】 10kW以上 

ソーラーセルフメンテコートとは・・・導電性ナノ材料である酸化スズを添加したコーティング剤です。汚れを分解するのではな
く帯電防止をするため汚れが付きにくく、落ちやすくなります。また、超親水性のため雨などで汚れを洗い流すことができます。
10年～15年の耐候性試験クリア。 

パネル洗浄・コーティングはお客様の設備によっては、料金が変動する場合がございます。別途お見積りを致しますのでまずはご相談下さい。 

平成26年3月現在 

19 
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 システムの保証・保険 

1 

① 通常利用型 
・自宅に連系し、日常生活の中で畜電→ 

20 

（1）システムの保証   
     ①モジュールの発電保証（10～25年） ⇒ 唐木電設では、保証年数の長いシステムを推奨します 
     ②機器保証（1～15年） 
     ③自然災害補償（1～10年） 

  ※地震は対象外 

 
（2）保証で対応できない事例 
   ①盗難                                ⇒損害保険で対応可能  
     ②嫉妬等、意図的な投石等による破損（全国で事例有） 
      
唐木電設では保険免許を依頼していない為、「太陽光発電システムの損害保険実績」が豊富な 
保険代理店を紹介しております。 
 
保険費用は、保険内容（地震、日照不足の補填、機器の保証の有無 等）・システムの価格 等により 
異なります。 
 

保険料は経費とすることができます。 
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民間が手掛けているメガソーラーで、採用実績が最も多いのはソーラーフロンティアです。 
海外製と比較すると価格は高いですが、製品・企業の「信用」は非常に高いです。 

 野立て推奨メーカー① ソーラーフロンティア 

1 

① 通常利用型 
・自宅に連系し、日常生活の中で畜電→ 

21 

推奨理由 

・システム容量に対し、実発電量が非常に多い ～CISの特徴であるロスの少なさ～ 
・昭和シェル100％子会社、経営が非常に安定しており20年間で倒産リスクが低い 
・日本国内の自社工場で生産 
（国内で販売されているモジュールで純正な日本製は、ソーラーフロンティアのみ） 

100 

85 86 

90 

85 

75

80

85

90

95

100

東海地方某所の実績（2013年4/1～4/15） 
ソーラーフロンティアを100とすると… システム構成内訳 

・モジュール 
・パワコン※1  ⇒ 単相4.0/5.5kW（オムロン）、三相10.0kW（新電元） 
             三相10.0kW（SMA） 
・架台 ※1      ⇒ ソーラーフロンティア設計架台（基礎）、 
             LIXILエナジー社製架台（基礎）※2 
・発電計測器  ⇒ エコめがねを推奨 
 
※1 ソーラーフロンティア設計システムを利用することが、機器保証適用
の必須条件となっております。対象外の架台・パワコンを利用した場合は、 
システム保証が1年になります。 
※2 LIXILエナジー架台の保証期間は2年です。 
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同じポジションに該当する「トリナソーラー」「カナディアンソーラー」と比較すると、価格面と 
製品の品質では最もお勧めできます。 
ただし、日本での「産業用バブル」がはじけた場合は、日本から撤退のリスクがあります。 
この点も見据えてご検討ください。 

 野立て推奨メーカー② インリーソーラー 

1 

① 通常利用型 
・自宅に連系し、日常生活の中で畜電→ 

22 

推奨理由 

・2012年出荷量世界最多 
・一般的な産業用モジュールサイズの為、架台・パワコンの組み合わせの自由度が高く、 
価格を抑えることが可能 
・2012年にミュンヘン再保険と保証契約を締結、モジュール品質・生産体制にお墨付きが 
与えられている 
※ミュンヘン再保険は、メガソーラーにおいて「メーカーの倒産」「モジュールのリコール」等に備えた保険です。 
メガソーラービジネスでは、この保険に加入しているか否かは、モジュールの評価に大きく影響する、という識者もいます。 
ミュンヘン再保険では、適用される可能性がある案件が極めて少なかったため、2013年10月以降は別保険に切り替えております。 

システム構成内訳 
・モジュール 
・パワコン        ⇒ 単相4.0/5.5kW（オムロン）、三相10.0kW（新電元）、三相9.9kW（田淵電機）、三相10.0kW（SMA） 
・架台             ⇒ LIXILエナジー社製架台（基礎）、日栄インテック社製架台（基礎・スクリュー） 
・発電計測器  ⇒ エコめがねを推奨 
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ミドルソーラーの普及と共に市場で注目を浴びている「パッケージシステム」です。 
場所（複雑な地形ではない 等）・ご予算が合致すれば、非常にお勧めです。 

 野立て推奨メーカー③ ウエストHD 

1 

① 通常利用型 
・自宅に連系し、日常生活の中で畜電→ 

23 

推奨理由 

・グループで卸、販売、施工（日本で多く最もメガソーラーを手掛けている）機能を持ってお
り、消費者・施工業者視点でシステムを設計・製造・販売している 
 ◇モジュール・架台は自社で生産管理⇒無駄がない 
 ◇機器・課題・盗難保険も一式含まれている 
 ◇生産設備を持たないファブレス企業であり、その強みを生かしている 

システム構成内訳 
・モジュール 
・パワコン        ⇒ 単相5.5kW、三相9.9kW※1（田淵電機） 
・架台             ⇒ ウエストパワースクリュー架台架台※2 
・発電計測器  ⇒ エナビジョンもしくはエコめがね 
 
※1 三相パワコンの利用には、システム容量の指定があります 
※2 地盤が軟弱な場合は、割増料金の別タイプスクリューを利用します 

ウエストHOと現

地担当者で協
議、 

各社のライン状
況から発注数を
調整 

T社には1万枚 

I社には5千枚 

C社には6千枚 

ファブレス方式での生産は、アップル・ユニクロ
等で導入されています。 

既存の生産ラインの空き状況に入り込むの
は、 
セブンプレミアムに近いといえます。 
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「高性能太陽電池モジュール」の代名詞といえるのが、パナソニックHITです。 
費用が高額であることが難点ですが、30kW未満で「面積が狭い場所」「複雑な地形」にご検討の
場合はお勧めです。 

 野立て推奨メーカー④ パナソニック 

1 

① 通常利用型 
・自宅に連系し、日常生活の中で畜電→ 

24 

推奨理由 

・サイズが非常にコンパクト、狭い場所でも多くの発電量を確保可能 
・モジュール組立を新しく建設したマレーシア工場に変更したことにより、コストカットを実現 
・同じポジションの東芝製品と比較して、保証の適用範囲が非常に広い 
 

システム構成内訳 
・モジュール 
・パワコン        ⇒ 単相4.6/5.9kW（パナソニック社）、 
             三相10kW※1（新電元）、三相10kW（SMA） 
・架台             ⇒ LIXILエナジー社製（基礎）※2 
・発電計測器  ⇒ 自宅で確認する場合はエコめがね 
 
※1 三相パワコンの利用の場合は、弊社で手配した製品を利用します。 
この製品には、商社独自の10年保証が適用されます。 
※2 純正架台は高額な為、お勧めいたしません。 

面積 1㎡あたり 
の容量 

損失を考慮
した容量 

パナソ
ニック
HIT244W 

1.28㎡ 190.6W 171.5W 

ソーラー
フロンティ
ア170W 

1.23㎡ 138.2W 131.3W 

インリー 

単結晶
270W 

1.64㎡ 
 

164.6W 131.7W 

ウエスト 
250W 

1.64㎡ 
 

152.4W 126.5W 

※考慮した損失の割合 パナソニック：10％、 
ソーラーフロンティア：5％、インリー：20％、ウエスト：17％ 
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 相見積をとるならこんな会社が安心です 

1 

① 通常利用型 
・自宅に連系し、日常生活の中で畜電→ 

25 

（1）地上設置の実績がある会社 
     屋根設置とはさまざまな面で異なるからです。 

 
（2）地元で長く営業し、これからも営業し続けるであろう会社 
     20年間の間には、さまざまな問題が発生する事が予想されます。販売会社とは長いお付き合いになるからです。 

 
（3）有事の際にすぐ対応（現地調査等）できる会社 
     メーカーも関係する為、「問題発生⇒即日解消」は難しいとしても、現地調査等対応できることは重要です。 
自社で電気関係もしくは建築関係の職人を雇用している会社がいいと思います。 

 
（4）表面利回りだけではなく、詳細なシミュレーションを用意してくれる会社   
     最近は金融機関の融資審査も厳しくなっています。売電収入だけでなく、ランニングコスト・機器交換費用・税金・ 
減価償却費用 ※1 等も考慮したシミュレーションが必要です。 
※1 売電に関する所得税については、収入が関係する為回答できない場合があります 

 
（5）自社社員が太陽光発電（可能であれば地上設置）を行っている会社 
  自分達で設置していることで、メリット・デメリットを実感しているからです。 
  ちなみに、弊社社員も個人で設置しております。 

 
（6）農業委員会・行政機関とのやり取りを行ってくれる会社 
  問合せ～手続まで専門家に任せることが安心です。 
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・自宅に連系し、日常生活の中で畜電→ 
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（1）現時点では他投資と比較して「運用が非常に容易で利回りが大きい」が、 
設置場所の制約により希望者全員ができるものではない「限られた投資」といえます。 
 
（2）自治体が条例の制定を行うことに注意する必要あり。条例が制定・施行されたら、 
必ず内容に沿って検討を進めるべきです。 
飯島町で制定された太陽光発電に関する条例は、今後他自治体でも導入されると予想します。 
条例を制定することで「周囲とのトラブル回避が可能」「固定資産税を確実に徴収可能」 
だからです。 
 
（3）農地の場合は、 
「設置不可の場所は基本的に設置不可」 
「設置可能な場所は所定の手続きに沿う事で設置可能」 
という結論になります。不明事項が多い為、問い合わせは専門家に依頼しましょう。 
 
（4）システムの安定した稼働ばかりに注目されがちですが、設置場所周囲の住民、 
土地所有者との関係も非常に大切です。自分の土地だから、という“ゴリ押し”は避けましょう。 
 
（5）ソーラーシェアリングを行うには、行政と農業委員会に対し“データによる論理的な説明”と 
“安心の根拠”が必要。入念な準備と長い時間がかかります。 
しかし、南箕輪村の問題が発生したことにより、長野県内の農業委員会が厳しくなることが 
予想されており、あまりお勧めできません。 
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本日はお忙しい中、太陽光発電勉強会へのご参加、誠にありがとうございました。 
今後の発電生活の一助になれば幸いです。 

 
アンケートご記入のご協力をお願い致します。 


