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１. ２０１９年問題とは？

２００９年に余剰電力買取制度で
導入された１０ｋｗ未満の太陽光
発電について２０１９年１１月から
買取期間が順次満了し、これらが
自家消費または余剰電力
自由売買に移行していくこと

出典：経産省ホームページ

出典：経産省ホームページより

２. 国（経産省）は
どんな指針を

出してるの？



３. 日本の電力単価はどのように推移してるの
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出典：不明（ネットからのコピー）

４. 海外の電力単価はどのように推移してるの？



５. 固定価格買取制度による売電単価はどのように推移してるの？

国の目標は2026年に11円/kwh出典：ｿｰﾗｰﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ

8

2012年 0.22
円/ｋWh

６. 再エネ賦課金はこれからも上昇するの？

電力中央研究所の２０１５年発表データによる予測：
２０３０年頃の再エネ賦課金＝約５円/kwh

4人家族平均電気使用量を
5,500kwh/年と推定

5円/kwh
2.9円/kwh

2.64円/kwh

2.25円/kwh

1.58円/kwh

0.75円/kwh



７. 太陽光発電設備単価はどのように推移しているの？

Kw単価： 60.8 56.6 52.2 46.6 41.6 38.6 35.8 32.6 29.4 28.0 万円/kw

出典；ソーラーパートナーズ

８ 太陽光発電単価はどのように算出するの？

発電単価計算

① 予想年間単位発電量 1,100kwh/kw/年
② 初期投資金額 280,000円/kw
③ 経年劣化率 0.5%
④ 保険比率 0.4%
⑤ 固定資産税率 1.4%
⑥ 保守費 1.0%
⑦ 期間（法定償却17年）20年

期間は産業用固定価格買取制度期間とした

発電単価計算式

⑦
⑩ 予想期間単位発電量 ∑ ①*（1-③/100）(n-1）

n=1

＝20,986kwh／kw

⑪ 予想期間単位経費 ②*(④/100+⑤/100+⑥/100)*⑦
＝156,800円／kw

⑫ 発電単価 （②+⑪）／⑩
＝（200,000+112,000）／20,986
＝20.81円/kwh



９. 太陽光発電の余剰電力比率はいくらくらい？

出典： H28.11資源エネ庁資料より

太陽光発電の余剰比率は
各人のライフスタイルによって
まちまち。
本資料では
余剰比率＝70%とする

下記概算のごとく、固定価格買取制度による太陽光発電設備は１０年にてほぼ投資回収済みとなる

１０. 卒ＦＩＴの太陽光発電の投資は回収されたの？

これからは延命が大切

メーカー保証切れる前の
９年目点検を推奨します
（PV-Netでも事業化計画中）

@40万円/kw



１１. 太陽光発電のポテンシャルの大きさは？

2016年5月4日、すでに九州電力管内にて太陽光出力が需要全体の73%を記録
太陽光発電単価は化石燃料由来発電単価に迫っている
太陽光発電にはまだまだ伸び代がある

「電力広域的運営推進機関の送配電等業務指針」

電力の供給が需要を超える場合、下記順番にて電力出力抑制が行われる

1. 揚水運転にて供給調整

2. 火力発電の出力抑制

3. 地域間の電力融通

4. バイオマス発電抑制

5. 太陽光・風力発電の抑制

6. 原子力・水力・地熱発電の抑制

１２. 電力出力抑制順番はどうなっているの？



１３. 余剰電力の買取りメニューってどんなのがあるの？

新電力比較表サイトより抜粋の買取電力比較表を添付：
（関西電力と比較したお得率一覧表）

買取単価はおおむね、電気の市場価格（卸電力市場）と同程度で決められる

特徴を持たせた小売り会社へ電気を販売する例

- 2円/kwhを点検費用として積立て、点検サービスを受けられる

- 電気を購入すれば100Lit/月までガソリン単価も2円/Lit安く購入できる

- 購入した卒ＦＩＴ電力を、環境価値を加えてRE100企業へ販売するサービス

買取単価の違いの影響力

買取単価１円/kwhの違い → 約3,080円／年の影響（余剰3,080kwh/4kw/年）



１４. 電気の「貯めトク」サービスってなに？

関西電力「貯めトクサービス」
太陽光発電余剰電力を関西電力へ預け、必要な時から返してもらうサービス
蓄電池の購入・設置が不要あるいは蓄電池容量を小さくできる

Ｓ Ｍ Ｌ
＜50kwh/月 ＜150kwh/月 無制限

実効蓄電容量 1.6kwh（50÷30） 5.0kwh（150÷30） 無制限
相当蓄電池容量 2.3kwh（1.6/0.7） 7.1kwh（5/0.7） 無制限 （放電深度0.7）

関電サービス料 800円／月 2,350円／月 5,000円／月
9,600円／年 28,200円／年 60,000円／年

144,000円／15年 423,000円／15年 900,000円／15年

サイクル寿命 5,475サイクル／15年（1回／日） （365ｻｲｸﾙ/年 ｘ15年）

適用契約条件： はぴｅタイム、はぴｅタイムＲ、ｅスマート１０、ｅおとくプラン、時間帯別電灯
季時別電灯ＰＳ、なっトクでんき

毎月請求金額から、購入電力量のうちの料金単価の高い方から還元される

１５. 余剰電力を自家消費に代える方法って？

A方式

C方式

B方式

ｴｺｷｭｰﾄ

ｴｺｷｭｰﾄｴｺｷｭｰﾄ

一般電力に変更して

エコキュートのタイマー
を昼間に設定

分電盤

分電盤

分電盤

太陽光発電量の４０%を占める１１：００～１５：００の電力消費量を増やす
たとえば現在夜間電力で使用されているエコキュートを昼間に使用する

深夜電力単価＞卒ＦＩＴ単価

放熱時間減少によりロスの減少
外気温高い運転の方が効率高い

予想省エネ効果11%

賢いエコキュート：
太陽光発電の状況や天気予報から
運転時間を自動で決める



１６. 蓄電池はどんな役にたってどんな種類があるの？

太陽光発電のこれ以上の普及を阻むものはなに？
電力の需要と供給のミスマッチ（電気は溜められない）

蓄電池があれば太陽光発電の電気を余すところなく利用できる？
太陽光発電の余剰電力を蓄電池に吸収させる
災害時の備えを可能とする
電力負荷をピークシフト（夜間電力充電・昼間電力放電）する
電力負荷をピークカット（契約電力を抑える）する

蓄電池にはどんな種類があるの？（次頁参照）
全量バックアップ型 停電時も太陽光発電100%活用できる

家庭内全負荷に200Vでも100Vでも供給可能
フレキシブル型 既設太陽光発電パワコンの自立出力（1.5kw）を取り込む

特定負荷分電盤を設けて停電・災害時の2kw出力を確保
ハイブリッド型 既設太陽光発電パワコンは撤去

蓄電池パワコンと太陽光パワコンを合体。変換ロス減る
トライブリッド型 電気自動車と通常の蓄電池と太陽光発電併用
ｖ２Ｈ型 電気自動車と太陽光発電併用

ｿｰﾗｰPCS

Ｖ２Ｈ

蓄電池PCS

蓄電池PCS

ｿｰﾗｰPCS

ｿｰﾗｰPCS

全量バックアップ型

フレキシブル型

ハイブリッド型

トライブリッド型

Ⅴ２Ｈ型

蓄電池

蓄電池

蓄電池

蓄電池

ｿｰﾗｰ蓄電池PCS

ｿｰﾗｰ蓄電池PCS Ｖ２Ｈ

分電盤

特定負荷

分電盤

分電盤

分電盤

分電盤

特定負荷

特定負荷

特定負荷

蓄電システムの種類



１７. 卒ＦＩＴ後の経済性は？蓄電池の経済性は？

つまり災害用蓄電池のための投資費用
＝蓄電池投資金額－メリット

② 卒FIT前（現状）

① 太陽光がない場合

③ 卒FIT後（蓄電池導入前）

④ 卒FIT後（蓄電池導入後）-12.0万円/年

-8.7万円/年

4.2万円/年

2.5万円/年

12.9万円/年

-6.2万円/年

-4.9万円/年

1.3万円/年

-3.6万円/年

-8.7万円/年

余剰販売

余剰販売

余剰販売

38.5万円/15年メリット

１８. 蓄電池の価格と経済性・電気自動車の経済性は？

（1） 卒ＦＩＴ電気売電に対して蓄電池による自家消費メリット

前提条件： 実効蓄電池容量 10 kwh （2,000,000円）：全量自家消費可能容量
実績電気料金 10,000円/月（ 25 円/kwh）
電気使用量 400 kwh/月 （13kwh/日）
太陽光発電 4.0kw 367 kwh/月 （発電量1,100kwh/kw/年）
自家消費率 30% 自家 110 kwh/月、余剰 257 kwh/月 （9 kwh/日）
卒FIT買取単価 8円/kw円/h

卒ＦＩＴ電気売電 257 kwh/月 ｘ 12月 ｘ 8 円/kwh ＝ 24,672円/年

蓄電池で自家消費 257 kwh/月 ｘ 12月 ｘ 25   円/kwh   ＝ 77,100円/年

年間メリット 77,100 － 24,672 ＝ 52,428円/年

投資回収年 2,000,000円/52,428円/年 ＝ 38年



電気自動車とガソリン自動車の経済性比較
電気自動車走行単価 25 円/kwh／6km/kwh ＝ 4.2円/km
ガソリン車走行単価 140 円/Lit／14km/Lit ＝ 10.0円/km
メリット 10.0円/km － 4.2円/km ＝ 5.8円/km

太陽光発電4.0kwで電気自動車走行後の余剰電力価値
年間発電量 4.0kw ｘ1,100kwh/kw/年 ＝ 4,400kwh/年
年間走行に必要な電力 10,000km/年／6km/kwh ＝ 1,667kwh/年
余剰電力 4,400kwh/年 －1,667kwh/年 ＝ 2,733kwh/年
余剰価値 2,733kwh/年 ｘ 25円/kwh ＝ 68,325円/年

（余剰電力をすべて自家消費できたとして）

前提： 電費 6km/kwh 電気料金単価 25円/kwh 走行距離 10,000km/年
ガソリン燃費14km/Lit ガソリン単価 140円/Lit

年間経費（燃料費）比較 メリット
ガソリン自動車 10.0 円/km ｘ 10,000km/年 ＝ 100,000円/年 基準
電気自動車 4.2 円/km ｘ 10,000km/年 ＝ 42,000円/年 58,000円/年
太陽光発電利用時 ＝－ 68,325円/年 168,325円/年

（2） 電気自動車及び電気自動車+太陽光のメリット

太陽光発電を自家消費することによるによるメリット（発電量の全てを自家消費できた場合）
初期投資 280,000円/kw 年間発電量 1,100kwh/年/kw

発電経費 7,840円/年/kw 発電期間 20年

発電単価 （280,000円/kw＋7,840円/kw/年ｘ20年）／（1,100kwh/kw/年ｘ20年）
＝19.85円/kwh

購入電力単価 25円/kwh 太陽光発電容量 4.0kw

メリット （25－19.85）円/kwh ｘ 1,100kwh/年/kw ｘ4.0kw ： 22,660円/年
（ここでは計算を簡単にするため、発電の経年劣化を無視する）

太陽光発電を余すところなく自家消費するための方策
1. 太陽光発電量の40%を占める11:00～15:00の電力消費を増やす（エコキュート等）
2. 家庭用蓄電池を設ける 追加投資100万～200万円必要

（3） 太陽光発電を余すところなく自家消費するためには？



１９. 結局２０１９年問題（卒FIT）にはどのように対応したらいいの？

卒FIT後は卒FIT前より収入減となる。社会貢献しながらこの収入減に対応できないかを考える
必ずしも対応を急ぐ必要はない
自分で納得して決める
自分の目指す社会をイメージし、応援先・対応項目を決める
経済性以外の要素をどの程度重視するかを決める
子供や孫の世代を応援することを考える

自家消費を増やす
太陽光発電の余剰分を蓄電池で最大限活用するか？
深夜電力を使っていた機器を太陽光発電で使うか？
災害・防災を重視にするか？
災害時に希望するライフスタイルは？そのための蓄電池容量は？

卒FIT電気の売り先の電力会社を決める
電力会社の決め方に指針はない
好きな会社、応援したい会社、信頼できる人のアドバイスで決めるか？
地産地消で日本や地方・ふるさとの活性化に役立つか？
再生可能エネルギー普及に役立つか？
環境破壊防止や地球温暖化防止、ＳＤＧs活動等に応援するか？


